札幌市告示第 1473 号
「札幌市住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例（平成 30 年札幌市条例第 8
号）
」の別表における地域を次のとおり指定するので、これを告示します。
平成 30 年 3 月 16 日
札幌市長

秋元

克広

１ 下表に掲げる学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、
中等教育学校若しくは特別支援学校（小学部又は中学部を設置しているもの
に限る。）又はこれらに準ずるもの（以下「小学校等」という。）の敷地の出
入口の周囲１００メートル以内の地域
区
中央区

小学校等
札幌市立大倉山小学校 札幌市立幌西小学校 札幌市
立幌南小学校 札幌市立三角山小学校 札幌市立資生
館小学校 札幌市立桑園小学校 札幌市立中央小学校
札幌市立二条小学校 札幌市立日新小学校 札幌市立
盤渓小学校 札幌市立伏見小学校 札幌市立円山小学
校 札幌市立緑丘小学校 札幌市立宮の森小学校 札
幌市立山鼻小学校 札幌市立山鼻南小学校 札幌市立
柏中学校 札幌市立啓明中学校 札幌市立向陵中学校
札幌市立中央中学校 札幌市立中島中学校 札幌市立
伏見中学校 札幌市立宮の森中学校 札幌市立山鼻中
学校 札幌聖心女子学院中学校 北星学園女子中学高
等学校 北海道札幌視覚支援学校 北海道札幌伏見支
援学校

北区

札幌市立あいの里西小学校 札幌市立あいの里東小学
校 札幌市立北九条小学校 札幌市立鴻城小学校 札
幌市立幌北小学校 札幌市立光陽小学校 札幌市立篠
路小学校 札幌市立篠路西小学校 札幌市立新川小学
校 札幌市立新川中央小学校 札幌市立新光小学校
札幌市立新琴似小学校 札幌市立新琴似北小学校 札
幌市立新琴似西小学校 札幌市立新琴似緑小学校 札
幌市立新琴似南小学校 札幌市立新陽小学校 札幌市
立太平小学校 札幌市立太平南小学校 札幌市立拓北

小学校 札幌市立屯田小学校 札幌市立屯田北小学校
札幌市立屯田西小学校 札幌市立屯田南小学校 札幌
市立白楊小学校 札幌市立茨戸小学校 札幌市立北陽
小学校 札幌市立百合が原小学校 札幌市立和光小学
校 北海道教育大学附属札幌小学校 札幌三育小学校
札幌市立あいの里東中学校 札幌市立上篠路中学校
札幌市立光陽中学校 札幌市立篠路中学校 札幌市立
篠路西中学校 札幌市立新川中学校 札幌市立新川西
中学校 札幌市立新琴似中学校 札幌市立新琴似北中
学校 札幌市立太平中学校 札幌市立屯田北中学校
札幌市立屯田中央中学校 札幌市立北辰中学校 札幌
市立北陽中学校 北海道教育大学附属札幌中学校 藤
女子中学校 北海道札幌聾学校 北海道拓北養護学校
東区

札幌市立丘珠小学校 札幌市立開成小学校 札幌市立
北小学校 札幌市立北園小学校 札幌市立栄小学校
札幌市立栄北小学校 札幌市立栄西小学校 札幌市立
栄東小学校 札幌市立栄町小学校 札幌市立栄緑小学
校 札幌市立栄南小学校 札幌市立札苗小学校 札幌
市立札苗北小学校 札幌市立札苗緑小学校 札幌市立
札幌小学校 札幌市立東光小学校 札幌市立苗穂小学
校 札幌市立中沼小学校 札幌市立東苗穂小学校 札
幌市立福移小学校 札幌市立伏古小学校 札幌市立伏
古北小学校 札幌市立北光小学校 札幌市立本町小学
校 札幌市立美香保小学校 札幌市立明園小学校 札
幌市立元町小学校 札幌市立元町北小学校 札幌市立
丘珠中学校 札幌市立栄中学校 札幌市立栄町中学校
札幌市立栄南中学校 札幌市立札苗中学校 札幌市立
札苗北中学校 札幌市立札幌中学校 札幌市立東栄中
学校 札幌市立福移中学校 札幌市立北栄中学校 札
幌市立美香保中学校 札幌市立明園中学校 札幌市立
元町中学校 市立札幌開成中等教育学校 札幌光星中
学校 札幌大谷中学校

白石区

札幌市立東橋小学校 札幌市立大谷地小学校 札幌市
立上白石小学校 札幌市立川北小学校 札幌市立菊水
小学校 札幌市立北郷小学校 札幌市立北白石小学校
札幌市立幌東小学校 札幌市立白石小学校 札幌市立

南郷小学校 札幌市立西白石小学校 札幌市立東川下
小学校 札幌市立東札幌小学校 札幌市立東白石小学
校 札幌市立平和通小学校 札幌市立北都小学校 札
幌市立本郷小学校 札幌市立本通小学校 札幌市立南
白石小学校 札幌市立米里小学校 札幌市立柏丘中学
校 札幌市立北白石中学校 札幌市立幌東中学校 札
幌市立白石中学校 札幌市立日章中学校 札幌市立東
白石中学校 札幌市立北都中学校 札幌市立米里中学
校
厚別区

札幌市立青葉小学校 札幌市立厚別北小学校 札幌市
立厚別通小学校 札幌市立厚別西小学校 札幌市立厚
別東小学校 札幌市立大谷地東小学校 札幌市立上野
幌小学校 札幌市立上野幌西小学校 札幌市立上野幌
東小学校 札幌市立共栄小学校 札幌市立小野幌小学
校 札幌市立信濃小学校 札幌市立ひばりが丘小学校
札幌市立もみじの丘小学校 札幌市立もみじの森小学
校 札幌市立青葉中学校 札幌市立厚別中学校 札幌
市立厚別北中学校 札幌市立厚別南中学校 札幌市立
上野幌中学校 札幌市立信濃中学校 札幌市立もみじ
台中学校 札幌市立もみじ台南中学校 星槎もみじ中
学校 北海道札幌養護学校

豊平区

札幌市立旭小学校 札幌市立あやめ野小学校 札幌市
立しらかば台小学校 札幌市立月寒小学校 札幌市立
月寒東小学校 札幌市立東園小学校 札幌市立豊園小
学校 札幌市立豊平小学校 札幌市立中の島小学校
札幌市立西岡小学校 札幌市立西岡北小学校 札幌市
立西岡南小学校 札幌市立東山小学校 札幌市立羊丘
小学校 札幌市立平岸小学校 札幌市立平岸高台小学
校 札幌市立平岸高台小学校のぞみ分校 札幌市立平
岸西小学校 札幌市立福住小学校 札幌市立美園小学
校 札幌市立みどり小学校 札幌市立南月寒小学校
札幌市立あやめ野中学校 札幌市立月寒中学校 札幌
市立中の島中学校 札幌市立西岡中学校 札幌市立西
岡北中学校 札幌市立八条中学校 札幌市立東月寒中
学校 札幌市立羊丘中学校 札幌市立平岸中学校 札
幌市立平岸中学校のぞみ分校 札幌市立陵陽中学校

北海道インターナショナルスクール
清田区

札幌市立有明小学校 札幌市立美しが丘小学校 札幌
市立美しが丘緑小学校 札幌市立北野小学校 札幌市
立北野台小学校 札幌市立北野平小学校 札幌市立清
田小学校 札幌市立清田緑小学校 札幌市立清田南小
学校 札幌市立三里塚小学校 札幌市立真栄小学校
札幌市立平岡小学校 札幌市立平岡公園小学校 札幌
市立平岡中央小学校 札幌市立平岡南小学校 札幌市
立北野中学校 札幌市立北野台中学校 札幌市立清田
中学校 札幌市立真栄中学校 札幌市立平岡中学校
札幌市立平岡中央中学校 札幌市立平岡緑中学校 北
嶺中学校 北海道朝鮮初中高級学校

南区

札幌市立石山小学校 札幌市立石山東小学校 札幌市
立石山南小学校 札幌市立北の沢小学校 札幌市立駒
岡小学校 札幌市立定山渓小学校 札幌市立澄川小学
校 札幌市立澄川西小学校 札幌市立澄川南小学校
札幌市立常盤小学校 札幌市立藤野小学校 札幌市立
藤の沢小学校 札幌市立藤野南小学校 札幌市立真駒
内公園小学校 札幌市立真駒内桜山小学校 札幌市立
簾舞小学校 札幌市立南小学校 札幌市立南の沢小学
校 札幌市立藻岩小学校 札幌市立藻岩北小学校 札
幌市立藻岩南小学校 札幌市立石山中学校 札幌市立
定山渓中学校 札幌市立澄川中学校 札幌市立常盤中
学校 札幌市立藤野中学校 札幌市立真駒内中学校
札幌市立真駒内曙中学校 札幌市立簾舞中学校 札幌
市立南が丘中学校 札幌市立藻岩中学校 北海道札幌
市立豊成養護学校 北海道真駒内養護学校
幌伏見支援学校もなみ学園分校

西区

北海道札

札幌市立琴似小学校 札幌市立琴似中央小学校 札幌
市立西園小学校 札幌市立手稲東小学校 札幌市立手
稲宮丘小学校 札幌市立西小学校 札幌市立西野小学
校 札幌市立西野第二小学校 札幌市立二十四軒小学
校 札幌市立八軒小学校 札幌市立八軒北小学校 札
幌市立八軒西小学校 札幌市立発寒小学校 札幌市立
発寒西小学校 札幌市立発寒東小学校 札幌市立発寒
南小学校 札幌市立福井野小学校 札幌市立平和小学

校 札幌市立山の手小学校 札幌市立山の手南小学校
札幌市立琴似中学校 札幌市立西陵中学校 札幌市立
手稲東中学校 札幌市立西野中学校 札幌市立八軒中
学校 札幌市立八軒東中学校 札幌市立発寒中学校
札幌市立福井野中学校 札幌市立宮の丘中学校 札幌
市立陵北中学校 北海道札幌市立山の手養護学校 北
海道札幌市立北翔養護学校
手稲区

札幌市立稲積小学校

札幌市立稲穂小学校

札幌市立

新発寒小学校 札幌市立新陵小学校 札幌市立新陵東
小学校 札幌市立手稲北小学校 札幌市立手稲中央小
学校 札幌市立手稲鉄北小学校 札幌市立手稲西小学
校 札幌市立手稲山口小学校 札幌市立富丘小学校
札幌市立西宮の沢小学校 札幌市立星置東小学校 札
幌市立前田小学校 札幌市立前田北小学校 札幌市立
前田中央小学校 札幌市立稲積中学校 札幌市立稲穂
中学校 札幌市立新陵中学校 札幌市立手稲中学校
札幌市立手稲西中学校 札幌市立稲陵中学校 札幌市
立星置中学校 札幌市立前田北中学校 札幌市立前田
中学校 北海道手稲養護学校 北海道星置養護学校
２

都市計画法第８条第１項第１号に規定する第一種低層住居専用地域、第二
種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用
地域並びにこれらに準ずる下表に掲げる地域
地区計画

地区の区分

もみじ台団地

機能複合促進地区

にしおか望陽台団地

一般住宅Ａ地区

星置駅北地区

低層専用住宅地区、一般住宅Ａ地区

富丘グリーン団地

低層専用住宅地区、一般住宅Ｂ地区

星置通西地区

一般住宅Ａ地区

森林公園パークタウン北地区

一般住宅Ａ地区

厚別南地区

一般住宅地区

青葉町団地

低層戸建住宅地区

発寒駅南地区

一般住宅Ａ地区

平岡美しが丘地区

一般住宅Ａ地区

真栄第一地区

低層専用住宅地区

真栄第二地区

一般住宅Ａ地区

星の里地区

一般住宅Ａ地区

清田西第一地区

一般住宅Ａ地区

東雁来第二地区

一般住宅Ａ地区

清田西第二地区

一般住宅Ａ地区

東苗穂北地区

一般住宅Ａ地区

上北野地区

一般住宅地区、保健・福祉関連地区

ぷろむなーどていね西地区

一般住宅地区

菊水 8 条 4 丁目地区

集合住宅地区

平岡公園南地区

一般住宅Ａ地区

南平岡 2 条地区

一般住宅地区

学園前駅周辺地区

集合住宅地区、教育研究地区

上篠路小鳩地区

低層戸建住宅地区

川下地区

低層戸建住宅地区

東米里花園地区

低層戸建住宅地区

東米里東栄地区

低層戸建住宅Ａ地区、低層戸建住宅Ｂ地区

真駒内駒岡団地

低層戸建住宅地区

中沼地区

低層戸建住宅地区

北ノ沢静涼苑地区

低層戸建住宅地区

新川光風園地区

低層戸建住宅地区

手稲山口地区

低層専用住宅地区

丘珠藤木川西団地

低層戸建住宅地区

十軒静和地区

低層戸建住宅地区

石山六区西地区

低層戸建住宅地区

新川北地区

低層住宅地区

前田公園南地区

低層住宅地区、機能複合地区

曙 11 条 2 丁目地区

一般住宅地区

東米里厚生地区

低層戸建住宅地区

