
区

登録
番号

団体名
登録
者数

活動範囲 区 備　考

101 緑丘小学校 85 緑が丘小学校区 中央区 小学校区

102 大倉山小学校 19 大倉山小学校区 中央区 小学校区

103
資生館小学校保護者と
教職員の会

32 資生館小学校区 中央区 小学校区

104 札幌市立三角山小学校 42 三角山小学校区 中央区 小学校区

105
札幌市立宮の森小学校ス
クールゾーン実行委員会

28 宮の森小学校区 中央区 小学校区

106
東北・苗穂・東地区子ど
もを見守る会

65 中央小学校区 中央区 小学校区

107 札幌市立盤渓小学校 4 盤渓小学校区 中央区 小学校区

108 札幌市立二条小学校 102 二条小学校区 中央区 小学校区

109 幌西地区連合町内会 50
幌西地区連合町内会、幌西小
学校区

中央区 連合町内会

110
幌南山麓会子ども110番
の家

1 山鼻南小学校 中央区 小学校区

201 新琴似連合町内会 722 新琴似地区 北区 連合町内会

202
札幌市立新琴似西小学
校父母と先生の会

64 新琴似西小学校区 北区 小学校区

203 百合が原公園町内会 9 百合が原小学校区 北区 単位町内会

204 太平西部町内会 32 栄緑小学校区 北区 単位町内会

205 太平みどり町内会 31 太平南小学校区 北区 単位町内会

206 学田みどり町内会 13 太平南小学校区 北区 単位町内会

207 太平商工団地町内会 69 太平南小学校区 北区 単位町内会

208 学田第二町内会 14 太平南小学校区 北区 単位町内会

209 内外太平町内会 89 太平・太平南小学校区 北区 単位町内会

210 太平拓友町内会 11 太平・太平南小学校区 北区 単位町内会

211 太平すずらん町内会 25 太平小・中学校区 北区 単位町内会

212 第四太平団地町内会 22 太平・太平南小学校区 北区 単位町内会

213 北王第七町内会 24 太平小学校区 北区 単位町内会

214 新和町内会 5 百合が原小学校区 北区 単位町内会

215 太平パークタウン町内会 37 太平南小学校区 北区 単位町内会

216 百合が原町内会 1 百合が原小学校区 北区 単位町内会

217
クレールゆりがはら自治
会

1 百合が原小学校区 北区 単位町内会

218
札幌市立あいの里西小
学校PTA

20 あいの里西小学校区 北区 小学校区

219
札幌市立あいの里東小
学校父母と先生の会

58 あいの里東小学校区 北区 小学校区

220 幌北連合町内会 64 幌北地区（北12条西～北23条西） 北区 連合町内会

221 太平西部第一町内会 13 百合が原小学校区 北区 小学校区

301
東光小学校子ども110番
の家

11 東光小学校校区 東区 小学校区

302 元町小学校PTA 72 元町小学校区 東区 小学校区

303 札苗北第一町内会 32 札苗緑小学校区、町内全域 東区 単位町内会

304
札幌市立栄北小学校父
母と教師の会

50
栄北小学校区、栄緑小学校区
の一部（北50～51条東5～9丁
目）

東区 小学校区

305
札幌市立北小学校父母
と先生の会

5 北小学校区 東区 小学校区

306
栄南小学校子ども110番
の家

27 栄南小学校区 東区 小学校区

307 札幌市立栄緑小学校 38 栄緑小学校区 東区 小学校区

308
札幌市立中沼小学校子
ども110番の家

52 中沼小学校区 東区 小学校区
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309 札幌市立本町小学校 64 本町小学校区 東区 小学校区

310
札幌市立東苗穂小学校
父母と先生の会

64 東苗穂小学校区 東区 小学校区

311 丘珠新栄団地町内会 49 丘珠新栄団地町内会内 東区 単位町内会

312
札幌市立苗穂小学校
PTA地域ぐるみの会

14 苗穂小学校区 東区 小学校区

313
札幌市立伏古北小学校
保護者と教職員の会

24 伏古北小学校区 東区 小学校区

401
共栄第三町内子ども110
番の家の会

24 本通小学校区 白石区 単位町内会

402 北東白石連合町内会 304
北東白石連合町内会の全地
域

白石区 連合町内会

403
幌東中学校青少年健全
育成推進会

216 幌東中学校区 白石区 中学校区

404 共栄第ニ町内会 13 本通小学校区 白石区 単位町内会

405 北白石連合町内会 261
北郷小・川北小・北白石小・北
白石中・柏丘中・菊水小学校
区

白石区 連合町内会

406
菊の里まちづくりネット
ワーク協議会

281
菊水小学校、米里小学校、米
里中学校区

白石区 連合町内会

501
青葉地区の子どもを見守
る会

324 青葉小学校区 厚別区 小学校区

502 厚別通小学校ＰＴＡ 109 厚別通小学校区 厚別区 小学校区

503 上野幌町内会 8 上野幌小学校区 厚別区 単位町内会

504 もみじ台みなみ自治会 23
もみじの森・もみじの丘小学校
区

厚別区 単位町内会

505 ポプラ自治会 1 もみじの森小学校区 厚別区 単位町内会

506 厚別中央振興会 39 厚別中央振興会（町内会）区 厚別区 単位町内会

601 福住地区子どもを守る会 734
福住地区町内会連合会の全
地区

豊平区 連合町内会

602
月寒小学校父母と先生
の会

42 月寒小学校区 豊平区 小学校区

603
西岡地区「こども110番の
家」推進協議会

690
西岡地区（地区内4小学校区、
3中学校区）

豊平区 連合町内会

604
東月寒中学校区青少年健全育成
推進会「子ども110番の家」推進委
員会

103 東月寒中学校区 豊平区 中学校区

605 札幌市立平岸西小学校 22 平岸西小学校区 豊平区 小学校区

606 札幌市立みどり小学校 42 みどり小学校区 豊平区 小学校区

607 札幌市立東山小学校 20 東山小学校区 豊平区 小学校区

608
旭小学校スクールゾーン
実行委員会

17 旭小学校区 豊平区 小学校区

609 豊平第12分区町内会 3 東園小学校区 豊平区 小学校区

610
札幌市立八条中学校
PTA

7 八条中学校区 豊平区 中学校区

611 札幌市立平岸中学校 7 平岸中学校区 豊平区 中学校区

612
札幌市立豊平小学校父
母と先生の会

29 豊平小学校区 豊平区 小学校区

613
美園小学校父母と先生
の会

38 美園小学校区 豊平区 小学校区

614 平岸高台小学校 55 平岸高台小学校区 豊平区 小学校区

615 豊平商店街振興組合 50 豊平・旭・みどり小学校区 豊平区 小学校区

701 清田地区町内会連合会 243 清田・真栄・有明地区 清田区 連合町内会

702
清田中央地区地域安全
パトロール隊

572 清田中央地区 清田区 連合町内会

703 北野地区町内会連合会 841 北野・北野平・北野台小学校区 清田区 連合町内会

704
里塚美しが丘地区青少
年育成委員会

497 里塚美しが丘地区 清田区 連合町内会

801 簾舞まちづくり協議会 101
簾舞まちづくりセンターの所管
区域

南区 連合町内会

802
藤ヶ丘西町内会（藤野単
町）

23 藤野南小学校区 南区 単位町内会

803 南の沢小学校 10 南の沢小学校区 南区 小学校区

804 藤ケ丘南町内会 17 藤野南小学校区・藤野中学校区 南区 単位町内会



805
藤野富士見子ども１１０
番の家の会

10 藤野小学校区 南区 単位町内会

806 藤野高台町内会 6 藤野南小学校区 南区 単位町内会

807 澄川第６町内会 29 澄川小学校区 南区 単位町内会

808 藤野中央町内会 12 藤野小学校区・藤野南小学校区 南区 単位町内会

809 藤野本通町内会 28 藤野小学校区・藤野南小学校区 南区 単位町内会

810
札幌南区常盤団地町内
会

161 常盤小学校区 南区 単位町内会

811 高見台町内会 14 藤野南小学校、藤野中学校区 南区 単位町内会

812 東藤野町内会 10 藤野小学校区 南区 単位町内会

813
藤野第2町内会子ども
110番の家の会

11 藤の沢小学校区 南区 単位町内会

814 石山東町内会 80 石山東小学校区 南区 単位町内会

815 王子団地町内会 12 北ノ沢小学校区・藻岩小学校区 南区 単位町内会

816 藻岩白樺町内会 30 北ノ沢小学校・藻岩北小学校 南区 単位町内会

817 やまなみ町内会 12 北ノ沢小学校区 南区 単位町内会

818 北ノ沢青葉台町内会 2 北ノ沢小学校区 南区 単位町内会

819 北ノ沢第一町内会 18 北ノ沢小学校区 南区 単位町内会

820 藻岩小学校 29 藻岩小学校校区 南区 小学校区

821 地縁団体見晴町内会 53 石山東小学校区 南区 単位町内会

901 発寒南小学校 20 発寒南小学校区 西区 小学校区

902 西野小学校 251 西野小学校区 西区 小学校区

903
札幌市立発寒小学校
PTA

22 発寒小学校区 西区 小学校区

904
札幌市立八軒北小学校
PTA

30 八軒北小学校区 西区 小学校区

905
札幌市立西小学校ス
クールゾーン実行委員会

18 西小学校区 西区 小学校区

906 八軒西小学校 9 八軒西小学校区 西区 小学校区

907
二十四軒小学校　父母と
先生の会

32 二十四軒小学校区 西区 小学校区

908 八軒小学校 47 八軒小学校区 西区 小学校区

909 西園小学校 38 西園小学校校区 西区 小学校区

910
手稲宮丘小学校スクー
ルゾーン実行委員会

6 手稲宮丘小学校区 西区 小学校区

911
札幌市立福井野小学校交
通安全スクールゾーン実行
委員会

78 福井野小学校区 西区 小学校区

1001 手稲山口小学校 16 手稲山口小学校区 手稲区 小学校区

1002 手稲鉄北小学校 76 手稲鉄北小学校区 手稲区 小学校区

1003 新発寒小学校 28 新発寒小学校区 手稲区 小学校区

1004
手稲中央小学校子ども
110番の家

40 手稲中央小学校区 手稲区 小学校区

1005 前田北小学校 125 前田北小学校区 手稲区 小学校区

1006
稲積小学校スクールゾー
ン実行委員会

19 稲積小学校区 手稲区 小学校区

1007 札幌市立新陵小学校 26 新陵小学校区 手稲区 小学校区

1008 札幌市立前田小学校 36 前田小学校区 手稲区 小学校区

1009 前田中央小学校 62 前田中央小学校区 手稲区 小学校区

1010
新陵東小学校スクール
ゾーン実行委員会

30 新陵東小学校区 手稲区 小学校区

1011
札幌市立稲穂小学校ス
クールゾーン実行委員会

76 稲穂小学校校区 手稲区 小学校区

1012 富丘三樽別町内会 11 富丘三樽別町内会内 手稲区 単位町内会

64 14 42 120

登録団体数

119 登録者数　計 9,633


