
仕 様 書 

１ 業務名 

指定避難所（地域）現況調査業務 

２ 業務の目的 

本業務は、指定避難所（地域）の全ての施設（318 か所）について、自然災害に対する

リスク等を把握し、今後の指定避難所（地域）の在り方を検討するための基礎資料とす

ることを目的とする。 

３ 業務の内容 

 (1) 計画準備 

本業務の業務内容を把握し、業務遂行計画や人員配置等について検討を行い、業務

計画書の作成を行う。 

(2) 洪水浸水想定区域内の立地調査 

指定避難所（地域）に指定されている施設について、指定避難所（地域）施設一覧

（別紙）の所在地をもとに、委託者が提供する浸水想定区域の Shape ファイルにより、

当該施設が浸水想定区域内の立地の有無及び浸水深について調査を行う。 

  調査は、『計画規模降雨』を前提とした洪水浸水想定区域（L1）、『想定し得る最大規

模の降雨（計画規模を上回るもの）』を前提とした洪水浸水想定区域及び家屋倒壊等氾

濫想定区域（氾濫流、河岸侵食）（L2）に分けて行う。 

(3) 土砂災害警戒区域内又は土砂災害危険箇所内の立地調査 

  指定避難所（地域）に指定されている施設について、指定避難所（地域）施設一覧

（別紙）の所在地をもとに、委託者から提供する土砂災害警戒区域又は土砂災害危険

箇所の Shape ファイルにより、当該施設が土砂災害警戒区域（土砂災害特別警戒区域

を含む）内又は土砂災害危険箇所内の立地の有無について調査を行う。 

(4) 指定避難所（地域）データベース（台帳）の作成 

本業務の調査結果を指定避難所（地域）施設一覧（別紙）に入力し、データベース

（台帳）を作成する。 

 (5) 打合せや協議等 

   業務内容や業務の進捗状況等について、随時札幌市に報告し、必要に応じて打合せ

を行う。 

なお、打合せ回数は全４回（着手時１回、中間２回、成果品納入時１回）を想定し

ている。 

 (6) 報告書作成 

   本業務を取りまとめ、業務報告書を作成する。 

４ 提出書類 

(1) 着手時（各種２部） 

ア 業務着手届 



イ 主任技術者等指定通知書 

ウ 業務日程表 

(2) 完了時 

ア 業務完了届(２部) 

イ 成果品目録 

ウ 成果品（報告書等） 

５ 業務の期間 

業務の期間は、契約の日から令和２年３月 25 日（水）までとする。 

６ 業務の履行確認 

(1) 受託者は、全ての業務完了後に本市の履行検査を受けなければならない。 

(2) 業務完了後、明らかに受託者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合は、受託者は

ただちに当該業務の成果の修正を行わなければならない。 

７ 支払条件 

当該業務の支払いは、業務完了後に検査を実施し、その検査に合格した後、一括で支

払うものとする。 

８ 参考図書 

  平成 25 年度指定緊急避難場所等の指定に関する検討業務 報告書 

９ その他 

(1) 契約締結後、速やかに業務計画書を作成し、委託者と業務内容等の確認を行うこと。 

また、委託者の求めに応じて、業務に係る会議及び打合せ等に同席すること。 

(2) 委託者よりホームページ指定避難所（地域）の施設の所在地が分かる Shape ファイ 

ルを提供するが、Shape ファイルと指定避難所（地域）施設一覧（別紙）の所在地に 

相違がある場合は、別紙の所在地をもとに調査を行うこと。 

(3) 本業務の履行については、札幌市環境マネジメントシステムに準じ、下記の環境負

荷の低減に努めること。 

ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

イ ゴミ減量及びリサイクルに努めること。 

ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすように努め 

ること。 

エ 自動車等を使用する場合には、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイ 

ドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 

オ 業務に係る用品などは、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドラ 

イン指定品を使用するよう努めること。 

(4) 秘密保持義務に関する事項 

   本業務で知りえた情報について、個人情報であるか否かを問わず本契約の契約期間

及び契約後においても第三者に漏らしてはならない。 



  また、秘密保持義務について従業員及びその他関係者への徹底を行うこと。本件業務

の契約期間中は以下を遵守すること。 

 ア 本市の情報を目的外に使用しないこと。 

 イ 本市の情報を複写及び複製する場合には本市の許可を事前に得ること。 

 ウ 本市の情報を外部記憶媒体等で持ち出す場合、紛失及び盗難を避けるため厳重に保

管すること。また、データは必ず暗号化をすること。 

 エ 本市の情報を取り扱う際は、のぞき見等の対策を行い、関係者以外に情報が知られ

ないようにすること。 

(5) また、意図せぬ情報漏洩が起きることが無いよう情報管理に万全を期し、その対策に 

ついては本市担当職員と予め協議すること。 

(6) 業務内容に疑義が生じた場合は、その都度、委託者と協議の上、決定し業務を遂行す 

ること。 

(7) 成果品に関する権利は全て札幌市に帰属すること。 

(8) 前各号に掲げる以外の事項については、その都度、委託者と協議すること。 



別紙

番号 施設名 施設名２ 施設名３ 郵便番号 区 所在地
大河川
浸水深

大河川
浸水区分

洪水災害
（大河川）

中小河川
浸水深

中小河川
浸水区分

洪水災害
（中小河川）

洪水災害
（L1総合）

大河川
浸水深

大河川
浸水区分

洪水災害
（大河川）

中小河川
浸水深

中小河川
浸水区分

洪水災害
（中小河川）

洪水災害
（L2総合）

洪水災害
（総合）

内水氾濫
0：区域外
1：区域内

土砂災害
0：区域外
1：区域内

最大震度

地震災害
耐震化
0：耐震○
1：耐震×

Ｘ Ｙ

市街化調整
区域内外
0：区域外
1：区域内

1 札幌市教育文化会館 060-0001 中央区 北1条西13丁目7
2 札幌大通高校 060-0002 中央区 北2条西11丁目
3 札幌龍谷学園高校 060-0004 中央区 北4条西19丁目1-2
4 桑園ふれあいセンター 桑園まちづくりセンター 児童会館 060-0007 中央区 北7条西15丁目28
5 苗穂会館 苗穂まちづくりセンター 苗穂はるにれ児童会館 060-0031 中央区 北1条東10丁目15-9
6 興正寺別院 060-0052 中央区 南2条東5丁目2
7 北海道神宮頓宮 060-0052 中央区 南2条東3丁目
8 北海寺 060-0053 中央区 南3条東4丁目1
9 中央区民センター 060-0062 中央区 南2条西10丁目1001-1
10 大通・西会館 大通・西まちづくりセンター 064-0806 中央区 南2条西15丁目291-98
11 豊水会館 豊水まちづくりセンター 064-0808 中央区 南8条西2丁目5
12 旭山公園通地区センター 064-0809 中央区 南9条西18丁目1-32
13 南円山会館 南円山まちづくりセンター 064-0810 中央区 南9条西21丁目1-1
14 曙会館 曙まちづくりセンター 064-0811 中央区 南11条西10丁目1-6
15 幌西会館 幌西まちづくりセンター 064-0811 中央区 南11条西14丁目1-20
16 妙心寺 064-0811 中央区 南11条西9丁目2-10
17 あけぼのアート＆コミュニティセンター 064-0811 中央区 南11条西9丁目4-1
18 円山会館 円山まちづくりセンター 児童会館 064-0821 中央区 北1条西23丁目1-18
19 大光寺 064-0912 中央区 南12条西17丁目2-1
20 誓願寺 064-0913 中央区 南13条西9丁目3-8
21 瑞正寺 064-0914 中央区 南14条西8丁目1-38
22 伏見会館 064-0914 中央区 南14条西18丁目6-30
23 静修高校 064-0916 中央区 南16条西6丁目2-1
24 札幌南高校 064-0918 中央区 南18条西6丁目1-1
25 山鼻会館 山鼻まちづくりセンター 064-0923 中央区 南23条西10丁目1-23
26 山鼻福祉センター 山鼻児童会館 064-0924 中央区 南24条西13丁目1-1
27 中島児童会館 064-0931 中央区 中島公園1番1号
28 札幌旭丘高校 064-0941 中央区 旭ヶ丘6丁目5-18
29 伏見稲荷神社 064-0942 中央区 伏見2丁目2-17
30 ローズガーデンクライスト教会 064-0942 中央区 伏見3丁目22-50
31 円山西町町内会館 064-0944 中央区 円山西町3丁目3-45
32 円山西町児童会館 064-0944 中央区 円山西町8丁目1-50
33 宮の森明和地区会館 宮の森まちづくりセンター 064-0958 中央区 宮の森2条11丁目1-3
34 宮の森会館 宮の森児童会館 064-0958 中央区 宮の森2条5丁目2-21
35 札幌西高校 064-0958 中央区 宮の森4条8丁目1-1
36 西創成会館 西創成まちづくりセンター 064-0805 中央区 南5条西7丁目3
37 曹洞宗大乗院薬王寺本堂 064-0958 中央区 宮の森1263番地3
38 こうさい保育園 064-0912 中央区 南12条西16丁目1-5
39 鉄西会館 鉄西まちづくりセンター 001-0010 北区 北10条西4丁目1-12
40 藤女子大学北16条校舎 大学新館1期校舎 001-0016 北区 北16条西2丁目
41 幌北児童会館 001-0017 北区 北17条西6丁目1-20
42 白楊幼稚園 001-0024 北区 北24条西7丁目1-10
43 北区民センター 001-0024 北区 北25条西6丁目1-1
44 北24条会館 001-0024 北区 北24条西3丁目
45 南新川会館 001-0025 北区 北25条西13丁目1-18
46 札幌北高校 001-0025 北区 北25条西11丁目1
47 北会館 北まちづくりセンター 001-0029 北区 北29条西7丁目3-15
48 麻生総合センター 001-0039 北区 北39条西5丁目3-5
49 新琴似・新川地区センター 001-0902 北区 新琴似2条8丁目1-20
50 三和福祉会館 新琴似西まちづくりセンター 001-0907 北区 新琴似7条14丁目1-17
51 プラザ新琴似 新琴似まちづくりセンター 001-0907 北区 新琴似7条4丁目1-3
52 新琴似児童会館 001-0911 北区 新琴似11条7丁目3-16
53 札幌新川高校 001-0930 北区 新川5条14丁目1-1
54 新川地区会館 新川まちづくりセンター 001-0930 北区 新川1条4丁目4-26
55 札幌国際情報高校 001-0930 北区 新川717 1
56 屯田地区センター 屯田まちづくりセンター 002-0855 北区 屯田5条6丁目3-21
57 札幌北陵高校 002-0857 北区 屯田7条8丁目5-1
58 太平百合が原地区会館 太平百合が原まちづくりセンター 児童会館 002-8008 北区 太平8条7丁目2-1
59 太平百合が原地区センター 002-8012 北区 太平12条2丁目1-17
60 篠路コミュニティセンター 002-8023 北区 篠路3条8丁目11-1
61 篠路会館 篠路まちづくりセンター 002-8024 北区 篠路4条7丁目2-40
62 篠路児童会館 002-8024 北区 篠路4条9丁目3-1
63 篠路団地福祉会館 002-8025 北区 篠路5条4丁目1-20
64 豊明高等養護学校 002-8034 北区 西茨戸4条1丁目1 1
65 札幌英藍高校 002-8053 北区 篠路町篠路372-67
66 拓北・あいの里地区センター 拓北・あいの里まちづくりセンター 002-8071 北区 あいの里1条6丁目1-1
67 有朋高校 002-8504 北区 屯田9条7丁目
68 札幌工業高校 060-0820 北区 北20条西13丁目
69 新川公園会館 001-0933 北区 新川西3条6丁目4-12
70 幌北会館 幌北まちづくりセンター 001-0017 北区 北17条西5丁目1-7
71 双葉福祉会館 001-0909 北区 新琴似9条14丁目4-10
72 新陽会館 001-0026 北区 北26条西15丁目4-8
73 札幌東陵高校 007-0810 東区 東苗穂10条1丁目2-21
74 豊畑町内会館 007-0820 東区 東雁来町361番地
75 栄地区センター 007-0836 東区 北36条東8丁目1-25
76 ひのまる児童会館 007-0838 東区 北38条東9丁目1-29
77 栄町会館 007-0841 東区 北41条東1丁目2-22
78 日の丸会館 栄東まちづくりセンター 007-0841 東区 北41条東14丁目3-1
79 烈々布神社 007-0842 東区 北42条東10丁目1-11
80 北栄寺 007-0845 東区 北45条東1丁目3-12
81 ふしこ団地集会所 007-0863 東区 伏古3条4丁目2-13
82 伏古記念会館 007-0867 東区 伏古7条2丁目8-15
83 伏古児童会館 007-0870 東区 伏古10条3丁目6-8
84 ふしこ地区センター 007-0871 東区 伏古11条3丁目1-15
85 丘珠ふれあいセンター 丘珠まちづくりセンター 007-0880 東区 丘珠町183番地2
86 札幌丘珠高校 007-0881 東区 北丘珠1条2丁目589-1
87 丘珠みづほ団地町内会館 007-0882 東区 北丘珠2条2丁目5-10
88 丘珠新栄会館 007-0884 東区 北丘珠4条2丁目1-10
89 中沼モエレ会館（モエレ会館） 007-0890 東区 中沼町104番地
90 福移公民館 007-0890 東区 中沼町237番地
91 札幌保健医療大学３号館 007-0894 東区 中沼西4条2丁目1
92 信行寺 060-0908 東区 北8条東3丁目1-3
93 新生児童会館 060-0908 東区 北8条東7丁目1-3
94 瑞玄寺 060-0909 東区 北9条東3丁目1-10
95 鉄東会館 鉄東まちづくりセンター 060-0909 東区 北9条東5丁目2-8
96 大覚寺 065-0010 東区 北10条東11丁目2-10
97 東区民センター 065-0011 東区 北11条東7丁目1-1
98 諏訪神社 065-0012 東区 北12条東1丁目1-10
99 札幌光星高校 065-0013 東区 北13条東9丁目1-1
100 北東会館 065-0014 東区 北14条東8丁目1-26
101 札幌北斗高校 065-0015 東区 北15条東2丁目1-10
102 札幌大谷高校 065-0016 東区 北16条東9丁目1-1
103 北光会館 北光まちづくりセンター 児童会館 065-0018 東区 北18条東5丁目1-1
104 大願寺 065-0019 東区 北19条東3丁目1-1
105 アカシア若者活動センター 065-0020 東区 北22条東1丁目1-20
106 元町会館 元町まちづくりセンター 065-0020 東区 北20条東20丁目6-22
107 元町児童会館 065-0021 東区 北21条東18丁目5-1
108 北光白樺福祉会館 065-0023 東区 北23条東2丁目1-17
109 大谷派法照寺 065-0024 東区 北24条東5丁目2-15
110 北栄会館 北栄まちづくりセンター 065-0025 東区 北25条東7丁目3-18
111 法国寺会館 065-0041 東区 本町1条1丁目5-33
112 苗穂・本町地区センター 065-0042 東区 本町2条7丁目2-10
113 苗穂神社 065-0042 東区 本町2条3丁目5-35
114 瑞穂会館 065-0043 東区 苗穂町13丁目2-12
115 大導寺 065-0043 東区 苗穂町2丁目2-3
116 苗穂東交流センター 苗穂東まちづくりセンター 065-0043 東区 苗穂町3丁目3-45
117 札幌大谷大学 札幌大谷大学短期大学部 065-8567 東区 北16条東9丁目1-1

浸水想定（L1） 浸水想定（L2）



118 社会福祉法人北翔会「生活介護ひかり」 007-0828 東区 東雁来8条1丁目5-1
119 東札幌会館 東札幌まちづくりセンター 003-0002 白石区 東札幌2条4丁目3-14
120 札幌市産業振興センター 003-0005 白石区 東札幌5条1丁目1-1
121 白石中央福祉会館 003-0011 白石区 中央1条5丁目4-36
122 栄通児童会館 003-0021 白石区 栄通6丁目19-12
123 南栄会館 003-0022 白石区 南郷通6丁目南1-35
124 南郷福祉会館 003-0022 白石区 南郷通7丁目南4-4
125 白石区民センター 003-0025 白石区 南郷通１丁目南8-1
126 本郷会館 003-0025 白石区 本郷通8丁目北1-21
127 教照寺 003-0026 白石区 本通5丁目南4-27
128 白石会館 白石まちづくりセンター 003-0026 白石区 本通1丁目南2-32
129 乗善寺 003-0026 白石区 本通2丁目南4-15
130 東白石会館 東白石まちづくりセンター 児童会館 003-0026 白石区 本通13丁目南10-1
131 白石東会館 白石東まちづくりセンター 003-0026 白石区 本通18丁目南2-6
132 白石東地区センター 003-0026 白石区 本通16丁目南4-27
133 白石共栄福祉会館 003-0028 白石区 平和通7丁目南1-15
134 旭町内会館 003-0029 白石区 平和通10丁目北4-15
135 白石駅前会館 003-0029 白石区 平和通2丁目北3-61
136 菊水地区会館 菊水まちづくりセンター 003-0808 白石区 菊水7条2丁目2-20
137 札幌東高校 003-0809 白石区 菊水9条3丁目1-5
138 菊水上町会館 003-0814 白石区 菊水上町4条1丁目135-2
139 菊水元町地区センター 003-0825 白石区 菊水元町5条2丁目4-20
140 菊水元町南町内会館 003-0827 白石区 菊水元町7条2丁目6-5
141 白菊会館 菊の里まちづくりセンター 003-0827 白石区 菊水元町8条1丁目11-1
142 大昌寺 003-0849 白石区 北郷2362番地-10-2362
143 北郷会館 003-0849 白石区 北郷3条3丁目8-1
144 北郷児童会館 003-0849 白石区 北郷4条5丁目1-1
145 北郷東会館 003-0849 白石区 北郷3条6丁目8-27
146 北都地区会館 北東白石まちづくりセンター 003-0849 白石区 北郷3条12丁目4-1
147 北白石地区センター 003-0849 白石区 北郷3条7丁目9-20
148 川北会館 003-0859 白石区 川北2条2丁目7-10
149 札幌白石高校 003-0859 白石区 川北2261番地
150 東川下町内会東川下記念会館 003-0869 白石区 川下3条5丁目3-25
151 東米里福祉会館 003-0876 白石区 東米里2157番地
152 菊水やよい児童会館 062-0902 白石区 菊水1条4丁目6-61
153 こころのリカバリー総合支援センター 003-0029 白石区 平和通17丁目北１-13
154 みつば会館 003-0025 白石区 本郷通10丁目北3-3
155 小野幌会館 厚別東まちづくりセンター 004-0004 厚別区 厚別東4条4丁目9-3
156 札幌啓成高校 004-0004 厚別区 厚別東4条8丁目6-1
157 北星学園大学附属高校 004-0007 厚別区 厚別町下野幌38
158 もみじ台東第１集会所 004-0011 厚別区 もみじ台東1丁目1番
159 もみじ台北第２集会所 004-0014 厚別区 もみじ台北4丁目7番
160 厚別南会館 厚別南まちづくりセンター 児童会館 004-0022 厚別区 厚別南1丁目15-10
161 地域交流ホーム「ひまわり」 004-0039 厚別区 厚別町上野幌822番地
162 大谷地団地町内会館 004-0042 厚別区 大谷地西3丁目15-1
163 北星学園大学 004-0042 厚別区 大谷地西2丁目3番1号
164 厚別区民センター 004-0051 厚別区 厚別中央1条5丁目3-14
165 大行寺 004-0053 厚別区 厚別中央3条5丁目1-1
166 智徳寺 004-0053 厚別区 厚別中央3条4丁目8-20
167 札幌東商業高校 004-0053 厚別区 厚別中央3条5丁目6-10
168 厚別信濃会館 厚別中央まちづくりセンター 004-0054 厚別区 厚別中央4条3丁目3-6
169 厚別西地区センター 004-0068 厚別区 厚別西4条4丁目10-1
170 星槎札幌もみじキャンパス 星槎国際高等学校 星槎もみじ中学校 004-0014 厚別区 もみじ台北5丁目12-1
171 光生舎ゆいま～る・もみじ台 004-0012 厚別区 もみじ台南3丁目4番地
172 札幌市厚別老人福祉センター 004-0051 厚別区 厚別中央1条7丁目17-25
173 豊龍寺 062-0005 豊平区 美園5条6丁目3-9
174 美園会館 美園まちづくりセンター 児童会館 062-0006 豊平区 美園6条5丁目4-1
175 月寒公民館 月寒まちづくりセンター 062-0020 豊平区 月寒中央通7丁目8-19
176 月寒児童会館 062-0021 豊平区 月寒西1条6丁目3-21
177 札幌第一高校 062-0021 豊平区 月寒西1条9丁目10-15
178 月寒神社 062-0023 豊平区 月寒西3条4丁目1-56
179 札幌大学 062-0033 豊平区 西岡3条7丁目3-1
180 観照寺 062-0039 豊平区 西岡2条11丁目25-2
181 西岡会館 西岡まちづくりセンター 062-0039 豊平区 西岡4条5丁目8-21
182 西岡児童会館 062-0039 豊平区 西岡3条6丁目6-1
183 西岡福住地区センター 062-0039 豊平区 西岡4条9丁目1-17
184 福住地区会館 福住まちづくりセンター 062-0041 豊平区 福住1条4丁目13-17
185 福住寺 062-0041 豊平区 福住1条1丁目3-1
186 光徳寺 062-0051 豊平区 月寒東1条2丁目8-4
187 札幌月寒高校 062-0051 豊平区 月寒東1条3丁目1
188 東月寒地区センター 062-0053 豊平区 月寒東3条18丁目5-1
189 東月寒白樺会館 062-0054 豊平区 月寒東4条18丁目7-6
190 覚英寺 062-0901 豊平区 豊平1条4丁目2-30
191 豊白支院 062-0901 豊平区 豊平1条2丁目1-6
192 龍松禅寺 062-0903 豊平区 豊平3条6丁目1-30
193 慧林寺 062-0904 豊平区 豊平4条8丁目1-2
194 経王寺 062-0904 豊平区 豊平4条3丁目2-1
195 善道寺 062-0904 豊平区 豊平4条11丁目5-14
196 豊平神社 062-0904 豊平区 豊平4条13丁目1-18
197 真言宗湯殿山弘周寺 062-0905 豊平区 豊平5条1丁目2-27
198 豊平会館 豊平まちづくりセンター 児童会館 062-0905 豊平区 豊平6条7丁目1-12
199 北海道立総合体育センターきたえーる 062-0905 豊平区 豊平5条11丁目1-1
200 豊平若者活動センター 062-0908 豊平区 豊平8条11丁目3-5
201 北海高校 062-0911 豊平区 旭町4丁目1-41
202 旭水会館 062-0912 豊平区 水車町6丁目1-21
203 浄願寺 062-0921 豊平区 中の島1条2丁目2-1
204 中の島一区福祉会館 062-0921 豊平区 中の島1条1丁目4-13
205 中の島会館 中の島まちづくりセンター 062-0921 豊平区 中の島1条4丁目9-4
206 晟徳寺 062-0922 豊平区 中の島2条1丁目3-20
207 中の島第三区会館 062-0922 豊平区 中の島2条10丁目5-23
208 北海道科学大学高等学校 062-0922 豊平区 中の島2条6丁目2-3
209 大乗寺 062-0931 豊平区 平岸1条8丁目6-10
210 中の島児童会館 062-0931 豊平区 中の島2条3丁目8-1
211 平岸三区集会所 062-0931 豊平区 平岸1条2丁目5-12
212 平岸会館 平岸まちづくりセンター 062-0932 豊平区 平岸2条7丁目2-5
213 長専寺 062-0933 豊平区 平岸3条16丁目1-40
214 浄土宗般若苑光明寺 062-0934 豊平区 平岸4 条5丁目1-1
215 平岸四区第一福祉会館 062-0934 豊平区 平岸4条5丁目2-15
216 極楽寺平岸無常堂 062-0935 豊平区 平岸5条13丁目5-26
217 札幌平岸高校 062-0935 豊平区 平岸5条18丁目1-2
218 豊平区民センター 062-0936 豊平区 平岸6条10丁目1-1
219 北海学園札幌高校 062-8603 豊平区 旭町4丁目1-42
220 北海学園大学 062-8605 豊平区 旭町4丁目1-40
221 里塚・美しが丘地区センター 004-0809 清田区 里塚2条5丁目1-1
222 里塚町内会会館 004-0811 清田区 美しが丘1条8丁目7-3
223 有明会館 004-0821 清田区 有明106
224 真栄地区会館 004-0839 清田区 真栄2条2丁目1-15
225 清田区民センター 清田まちづくりセンター 004-0859 清田区 清田1条2丁目5-35
226 清田児童会館 004-0859 清田区 清田1条4丁目3-53
227 清田中央総合会館 清田中央まちづくりセンター 児童会館 004-0859 清田区 清田6条2丁目10-1
228 清田有楽町内会館 004-0859 清田区 清田2条2丁目1-31
229 清武館 004-0859 清田区 清田7条2丁目16-18
230 札幌国際大学 004-0859 清田区 清田4条1丁目4 1
231 光円寺 004-0861 清田区 北野1条2丁目9-40
232 厚別神社 004-0872 清田区 平岡2条1丁目3-1
233 平岡児童会館 004-0889 清田区 平岡8条1丁目6-22
234 札幌清田高校 004-8503 清田区 北野3条4丁目6-1
235 北野連合会館 北野まちづくりセンター 004-0864 清田区 北野4条2丁目8-28
236 札幌真栄高等学校 004-0839 清田区 真栄236番地１
237 「遊楽館」平岡 004-0874 清田区 平岡４条１丁目12-４
238 澄川地区会館 澄川まちづくりセンター 005-0007 南区 澄川3条2丁目6-1
239 澄川南福祉会館 005-0007 南区 澄川4条10丁目2-7
240 すみかわ地区センター 005-0007 南区 澄川4条4丁目4-40
241 札幌新陽高校 005-0007 南区 澄川5条7丁目1-1



242 真駒内養護学校 005-0011 南区 真駒内東町2丁目2-1
243 南区民センター 005-0014 南区 真駒内幸町2丁目2-1
244 真駒内五輪児童会館 005-0015 南区 真駒内泉町3丁目1-6
245 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 005-0017 南区 真駒内公園1-1
246 北海道青少年会館コンパス 005-0022 南区 真駒内柏丘7丁目8-1
247 豊成養護学校 005-0030 南区 南30条西8丁目1-50
248 信證寺 005-0033 南区 南33条西10丁目5-21
249 藻岩下地区会館 藻岩下まちづくりセンター 005-0034 南区 南34条西9丁目2-1
250 札幌藻岩高校 005-0803 南区 川沿3条2丁目1-1
251 もいわ地区センター 藻岩まちづくりセンター 005-0808 南区 川沿8条2丁目4-15
252 宝流寺 005-0809 南区 川沿9条2丁目1-17
253 藻南福祉会館 005-0811 南区 川沿11条2丁目3-1
254 南沢福祉会館 005-0827 南区 南沢1822番地
255 東海大学 005-0827 南区 南沢5条1丁目1-1
256 中ノ沢会館 005-0831 南区 中ノ沢1711-3
257 札幌啓北商業高校 005-0849 南区 石山1条2丁目15-1
258 石山会館（石山まちづくりセンター） 石山まちづくりセンター 005-0849 南区 石山1条4丁目1-1
259 石山児童会館 005-0849 南区 石山1条4丁目1-1
260 妙現寺 005-0849 南区 石山2条2丁目9-1
261 北海道文教大学明清高校 005-0849 南区 藤野400番地
262 芸術の森地区まちづくりセンター 005-0850 南区 石山東7丁目1 31 
263 石山東平和会館 005-0850 南区 石山東4丁目8 12
264 駒岡会館（駒岡地区開拓記念会館） 005-0861 南区 真駒内143番地
265 滝野会館 005-0862 南区 滝野102
266 常盤二区会館 005-0863 南区 常盤380番地
267 常盤一区会館 005-0863 南区 常盤6条2丁目107  
268 含笑寺 061-2271 南区 藤野2条9丁目5-1
269 藤野地区センター 藤野まちづくりセンター 061-2271 南区 藤野2条7丁目2-1
270 札幌南陵高校 061-2271 南区 藤野5条10丁目1-1
271 簾舞地区会館 簾舞まちづくりセンター 児童会館 061-2272 南区 簾舞3条6丁目8-25
272 札幌市北方自然教育園 061-2276 南区 白川1814番地
273 真行寺 061-2302 南区 定山渓温泉東3丁目256 
274 定山渓集会所 定山渓まちづくりセンター 061-2302 南区 定山渓温泉東4丁目
275 ミソマップ会館 061-2264 南区 簾舞４条２丁目10-18
276 浄国寺 063-0001 西区 山の手1条12丁目1-2
277 札幌山の手高校 063-0009 西区 山の手2条8丁目5-12
278 山の手養護学校 063-0009 西区 山の手5条8丁目1-38
279 日登寺 063-0009 西区 山の手2条1丁目1-39
280 西野あおい保育園 063-0049 西区 西野7条8丁目14-5
281 昭和会館 西野まちづくりセンター 063-0049 西区 西野6条3丁目14-16
282 昭妙寺 063-0049 西区 西野14条8丁目9 1
283 西野福祉会館 063-0049 西区 西野3条2丁目4-12
284 西野中央会館 063-0049 西区 西野3条8丁目6-5
285 二十四軒会館 063-0049 西区 二十四軒3条4丁目4-11
286 札幌市生涯学習センター「ちえりあ」 063-0059 西区 宮の沢1条1丁目1-10
287 宮の沢中央会館 063-0059 西区 宮の沢1条5丁目6-27
288 宮の沢会館 063-0059 西区 宮の沢2条5丁目1-28
289 手稲東児童会館 063-0061 西区 西町北10丁目3-8
290 西町会館 063-0062 西区 西町南9丁目2-2
291 西野地区センター 063-0062 西区 西野4条2丁目8-30
292 證誓寺 063-0062 西区 西町南8丁目3-18
293 二十四軒児童会館 063-0804 西区 二十四軒4条3丁目4-44
294 西区民センター 063-0812 西区 琴似2条7丁目1-21
295 浄恩寺 063-0813 西区 琴似3条6丁目1-28
296 発寒福祉会館 063-0825 西区 発寒5条3丁目12-20
297 はっさむ地区センター 063-0830 西区 発寒10条4丁目1-1
298 札幌琴似工業高校 063-0833 西区 発寒13条11丁目3-1
299 八軒まちづくりセンター 西健康づくりセンター 063-0841 西区 八軒1条西1丁目7-7
300 はちけん地区センター 063-0845 西区 八軒6条西2丁目2 1
301 八軒中央会館 063-0846 西区 八軒6条西2丁目1 11
302 手稲コミュニティセンター 手稲まちづくりセンター 006-0029 手稲区 手稲本町3条1丁目3-41
303 手稲中央幼稚園 006-0029 手稲区 手稲本町2条5丁目13-1
304 稲穂会館 稲穂金山まちづくりセンター 006-0033 手稲区 稲穂3条5丁目1-28
305 手稲養護学校 006-0033 手稲区 稲穂3条7丁目6-1
306 北海道札幌稲穂高等支援学校 006-0034 手稲区 稲穂4条7丁目12 1
307 金山会館 006-0042 手稲区 金山2条2丁目3 1
308 新発寒地区センター 新発寒まちづくりセンター 006-0805 手稲区 新発寒5条4丁目2-2
309 手稲前田児童会館 006-0812 手稲区 前田2条12丁目1-4
310 札幌手稲高校 006-0829 手稲区 手稲前田497-2
311 星置地区センター 星置まちづくりセンター 006-0852 手稲区 星置2条3丁目14-1
312 手稲区民センター 006-8612 手稲区 前田1条11丁目1-10
313 北海道札幌稲雲高等学校 006-0026 手稲区 手稲本町6条4丁目1-1
314 祥龍寺　瑞龍閣 006-0032 手稲区 稲穂2条1丁目3番4号
315 株式会社ライフサクライ　第二営業所 065-0024 東区 北24条東21丁目
316 アンフィニ　サッカー場クラブハウス 064-0945 中央区 盤渓433番地
317 サービス付き高齢者向け住宅ウィステリアN17 001-0017 北区 北17条西３丁目
318 タケシンスクエアビル 006-0814 手稲区 前田４条10丁目2-8


