
別記様式
平成30年度特定建築物の『定期報告』の報告状況について

※用途区分・・・定期報告が必要な建物の用途を、下記のとおり10種類に分類しています。
　　　　　　　　詳しくは「定期報告が必要な建築物、建築設備等の規模及び報告期間」表１をご覧ください。
１項　学校、体育館
２項　病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、児童福祉施設等
３項　劇場、映画館、演芸場、観覧場（屋外観覧場を除く）、公会堂、集会場
４項　キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
５項　百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、展示場
６項　旅館、ホテル
７項　共同住宅、寄宿舎、下宿
８項　博物館、美術館、図書館（いずれも学校に附属するものを除く）、
　　　ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
９項　事務所その他これに類するもの
１０項　地下街に存するもので、上記の用途に供するもの
※年度途中に用途変更等で新たに対象となった物件については、掲載しておりません。

西区 平成31年3月31日現在

名称 所在地（条丁目） 用途区分 報告
宮の沢１条ビル 西区宮の沢1条1丁目 9項 未報告
宮の沢ターミナルビル 西区宮の沢1条1丁目 5項 報告済
ワイアンドワイ宮の沢ビル 西区宮の沢1条1丁目 8項 報告済
コスモレジデンス１階商店街 西区琴似1条1丁目 4項 報告済
歌屋　琴似店 西区琴似1条3丁目 4項 未報告
ことにセンタービル 西区琴似1条3丁目 4項 未報告
琴似１・３ビル 西区琴似1条3丁目 4項 報告済
札幌ホテルヤマチ 西区琴似1条3丁目 6項 報告済
ＴＭ－２３ビルディング 西区琴似1条3丁目 4項 報告済
紀伊國屋ビル 西区琴似1条4丁目 5項 報告済
スポーツクラブＺＩＰ琴似 西区琴似1条4丁目 8項 報告済
タケダビル 西区琴似1条4丁目 4項 報告済
ロイヤルホープビル 西区琴似1条5丁目 4項 報告済
琴似細川ビル 西区琴似1条5丁目 4項 未報告
コトプラ 西区琴似1条5丁目 4項 報告済
琴似駅前ビル 西区琴似2条1丁目 5項 報告済
琴似Ｌビル 西区琴似2条1丁目 4項 報告済
コトニ美松ビル 西区琴似2条1丁目 4項 報告済
イトーヨーカ堂琴似店 西区琴似2条1丁目 5項 報告済
林ビル 西区琴似2条2丁目 4項 未報告
高道ビル 西区琴似2条2丁目 9項 報告済
琴星ビル 西区琴似2条2丁目 4項 報告済
共栄ビル 西区琴似2条3丁目 4項 未報告
パラダイス観光ビル 西区琴似2条3丁目 4項 報告済
山地ビル 西区琴似2条4丁目 9項 報告済
マックスバリュ琴似店 西区琴似2条4丁目 5項 報告済
ツルハドラッグ琴似中央店 西区琴似2条4丁目 5項 報告済
イオン札幌琴似店 西区琴似2条4丁目 5項 報告済
大和家琴似店 西区琴似2条5丁目 4項 未報告
ホテルコトニ札幌 西区琴似2条5丁目 6項 未報告
コトニ３・１ビル（オフィス棟） 西区琴似3条1丁目 9項 報告済
琴似グリーンホテル 西区琴似3条1丁目 6項 報告済
フレスポ琴似Ｃ棟 西区琴似3条7丁目 5項 報告済
コルテナⅠ 西区琴似4条1丁目 5項 報告済
ライジング琴似 西区琴似4条1丁目 4項 報告済
綜合レジャーサンコーボウル 西区琴似4条7丁目 8項 報告済
№３マックスビル 西区山の手4条1丁目 9項 報告済
ジェームス琴似店 西区山の手6条1丁目 5項 報告済
合同会社西友西町店 西区西町南6丁目 5項 報告済
パーラー甲子園西町店 西区西町南8丁目 4項 未報告
ツルハ西町北店 西区西町北10丁目 5項 報告済
ワンダーシティ札幌 西区西町北13丁目 4項 未報告
ロイヤル三王ビル 西区西野2条2丁目 9項 未報告
ＳＫビル 西区西野2条3丁目 4項 未報告
株式会社テンポス札幌西野店 西区西野3条10丁目 5項 未報告
ナポリ　西野店 西区西野3条3丁目 4項 報告済
紳士服ＡＯＫＩ札幌西野店 西区西野3条5丁目 5項 報告済
プレイランドハッピー二十四軒店 西区二十四軒1条5丁目 4項 報告済
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名称 所在地（条丁目） 用途区分 報告
ヤマダ電機テックランド札幌琴似店 西区二十四軒2条1丁目 5項 報告済
ｉｎ　ＺＯＮＥ　ｗｉｔｈ　ＡＣＴＵＳ 西区二十四軒2条7丁目 5項 報告済
湯処花ゆづき 西区二十四軒3条1丁目 4項 報告済
ユニクロ札幌二十四軒店 西区二十四軒3条2丁目 5項 報告済
トッパン札幌ビル 西区二十四軒4条1丁目 9項 報告済
大万ビル（エイサンサッポロ） 西区二十四軒4条7丁目 5項 未報告
ホテル　チャチャラ 西区八軒10条西12丁目 6項 報告済
ホテルキング 西区八軒10条西12丁目 6項 未報告
ダイイチ八軒店 西区八軒10条東5丁目 5項 報告済
コジマＮＥＷ札幌琴似店 西区八軒1条東1丁目 5項 報告済
プレイランドハッピー八軒店 西区八軒6条西1丁目 4項 報告済
ヤマダ電機テックランド札幌発寒店 西区発寒11条14丁目 5項 報告済
ケーズデンキ発寒店 西区発寒13条14丁目 5項 報告済
ベガスベガス発寒店 西区発寒14条3丁目 4項 報告済
アーリーバード発寒店 西区発寒15条4丁目 4項 報告済
新道北口ビル 西区発寒6条11丁目 9項 報告済
ペルル宮の沢 西区発寒6条9丁目 4項 報告済
インドアテニスセンター　ウイング札幌ウエスト校 西区発寒8条11丁目 8項 未報告
イオンモール札幌発寒 西区発寒8条12丁目 5項 報告済
ラツキ－発寒店 西区発寒8条13丁目 5項 報告済
ＤＣＭホーマック発寒追分通店 西区発寒9条14丁目 5項 報告済
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