
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。

白石区 平成31年3月31日現在

名称 所在地（条丁目） 用途区分 報告
白石ガーデンプレイス 白石区南郷通1丁目 4項 報告済
ジスワンプラザビル 白石区南郷通1丁目 9項 報告済
コナミスポーツクラブ白石 白石区南郷通1丁目 8項 報告済
ディノス札幌白石ビル 白石区南郷通1丁目 4項 報告済
アサヒビール園はまなす館 白石区南郷通4丁目 4項 報告済
アサヒビール株式会社　ゲストハウス 白石区南郷通4丁目 5項 報告済
奥村ビル 白石区南郷通4丁目 5項 報告済
ゴールドラッシュ　南郷通店 白石区南郷通7丁目 4項 報告済
ストーンヒル南郷８丁目 白石区南郷通8丁目 4項 未報告
第三タヂカビル 白石区南郷通8丁目 9項 未報告
ＺＳ札幌ビル 白石区南郷通11丁目 9項 報告済
東光ストア　南郷１３丁目店 白石区南郷通13丁目 5項 報告済
ＬＡＳＣＯＭ１３（ラスコム１３ビル） 白石区南郷通14丁目 9項 報告済
大光弐番館 白石区南郷通18丁目 5項 報告済
スイートデコレーション南郷店 白石区南郷通19丁目 5項 報告済
エコリユース・ファクトリー 白石区南郷通20丁目 5項 報告済
札幌南郷ビル 白石区南郷通20丁目 9項 報告済
パーラー甲子園南郷通店 白石区南郷通21丁目 4項 未報告
秀岳荘白石店 白石区本通1丁目 5項 報告済
白石本通ハイツ（飲食部分） 白石区本通1丁目 4項 報告済
なんでもリサイクルビッグバン札幌白石店 白石区本通6丁目 5項 報告済
コープさっぽろほんどおり店 白石区本通8丁目 5項 報告済
プレイランドハッピー白石店 白石区本通9丁目 4項 報告済
ダイソー　札幌白石本通店 白石区本通10丁目 5項 未報告
EAGLE MOTOR CYCLE 白石区本通12丁目 5項 未報告
ダイイチ白石神社前店 白石区本通13丁目 5項 報告済
ヤマダ電機テックランド札幌白石店 白石区本通15丁目 5項 報告済
北海道センター（札幌） 白石区本通16丁目 9項 報告済
ラウンドワンスタジアム札幌白石本通店 白石区本通16丁目 4項 報告済
徳寿白石店 白石区本通16丁目 4項 報告済
佐川急便㈱北海道支社 白石区本通18丁目 9項 報告済
食糧ビル 白石区本通19丁目 9項 報告済
コープさっぽろ　ＬＵＣＹ店 白石区栄通18丁目 5項 報告済
コープさっぽろＬＵＣＹ店（別館） 白石区栄通18丁目 5項 報告済
栄建材ビル 白石区栄通19丁目 4項 未報告
グローリア８６ 白石区栄通19丁目 4項 報告済
HOTEL POTMUM 白石区菊水1条1丁目 6項 報告済
メディアミックス札幌 白石区菊水1条3丁目 9項 報告済
ホシザキ北海道 白石区菊水1条4丁目 9項 報告済
北海電工ビル 白石区菊水2条1丁目 9項 報告済
藤井ビル菊水Ⅳ 白石区菊水2条2丁目 9項 報告済
キクスイプラザアサヒ 白石区菊水2条2丁目 4項 未報告
マックスバリュ菊水店 白石区菊水2条2丁目 5項 報告済
全労災北海道会館 白石区菊水3条4丁目 9項 報告済
政陽ビル 白石区菊水4条2丁目 9項 未報告
札幌流通倉庫東ビル 白石区菊水7条2丁目 9項 報告済
コープさっぽろ　菊水元町店 白石区菊水元町6条1丁目 5項 報告済
ＴＳＵＴＡＹＡ札幌インター店 白石区菊水元町8条2丁目 5項 報告済
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名称 所在地（条丁目） 用途区分 報告
コープさっぽろ　川下店 白石区川下3条4丁目 5項 報告済
三菱ふそうトラック・バス 白石区中央2条1丁目 9項 報告済
二康ビル 白石区東札幌2条6丁目 4項 報告済
第２トーホービル 白石区東札幌2条6丁目 9項 報告済
ラソラ札幌Aタウン 白石区東札幌3条1丁目 5項 報告済
コンベンションゲートウェイビル 白石区東札幌3条1丁目 9項 報告済
東札幌道銀ビル 白石区東札幌3条1丁目 9項 報告済
イオン東札幌店 白石区東札幌3条2丁目 5項 報告済
ホテルアセントイン札幌 白石区東札幌3条2丁目 6項 報告済
ＫＫＳ東札幌 白石区東札幌3条5丁目 9項 未報告
キュラーズ白石 白石区東札幌3条6丁目 9項 報告済
札幌白石第一生命ビルディング 白石区東札幌3条6丁目 9項 報告済
ラソラ札幌Ｂタウン 白石区東札幌4条1丁目 5項 報告済
パーラー大和白石店 白石区東札幌4条6丁目 4項 報告済
ホテルシエロ 白石区平和通12丁目 6項 報告済
ホテル　縁 白石区平和通12丁目 6項 報告済
ホテルアーデン 白石区平和通14丁目 6項 未報告
ビックハウス白石店 白石区平和通3丁目 5項 報告済
ホテルワイズ 白石区米里1条2丁目 6項 報告済
イーグルゴー北郷店 白石区北郷3条5丁目 4項 報告済
サンドラッグ北郷店 白石区北郷3条6丁目 5項 報告済
ホテルルートイン札幌白石 白石区北郷4条2丁目 6項 報告済
ストーンヒル本郷１３ビル 白石区本郷通13丁目 4項 報告済
アクセスサッポロ（札幌流通総合会館） 白石区流通センター4丁目 5項 報告済
札幌花き地方卸売市場切花棟 白石区流通センター7丁目 5項 報告済
札幌花き地方卸売市場鉢物棟 白石区流通センター7丁目 5項 報告済
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