
 がけ地カルテ作成箇所一覧

【中央区】 　※南区との重複箇所を含みます。

Ⅰ-0-43-43 札幌宮の森4条11丁目1 札幌市中央区宮の森4条11丁目

Ⅰ-0-44-44 札幌宮の森4条11丁目2 札幌市中央区宮の森4条11丁目

Ⅰ-0-45-45 札幌宮の森3条12丁目1 札幌市中央区宮の森3条12丁目

Ⅰ-0-47-47 札幌宮の森3 札幌市中央区宮の森、宮の森4条13丁目

Ⅰ-0-48-48 札幌宮の森4 札幌市中央区宮の森1条15丁目、1条16丁目、宮の森、円山西町

Ⅰ-0-49-49 札幌宮の森5 札幌市中央区宮の森

Ⅰ-0-50-50 札幌宮の森6 札幌市中央区宮の森、宮の森1条16丁目、1条17丁目

Ⅰ-0-51-51 札幌宮の森10 札幌市中央区宮の森、宮の森2条17丁目

Ⅰ-0-52-52 札幌宮の森11 札幌市中央区宮の森、宮の森2条17丁目

Ⅰ-0-53-53 札幌宮の森12 札幌市中央区宮の森、宮の森1条18丁目、2条17丁目

Ⅰ-0-54-54 札幌宮の森13 札幌市中央区宮の森

Ⅰ-0-55-55 札幌宮の森15 札幌市中央区宮の森

Ⅰ-0-56-56 札幌円山西町1 札幌市中央区円山西町

Ⅰ-0-57-57 札幌円山西町2 札幌市中央区円山西町2丁目

Ⅰ-0-58-58 札幌円山西町3 札幌市中央区円山西町、円山西町2丁目

Ⅰ-0-59-59 札幌円山西町4 札幌市中央区円山西町2丁目

Ⅰ-0-61-61 札幌円山西町6 札幌市中央区円山西町

Ⅰ-0-62-62 札幌円山西町7 札幌市中央区円山西町

Ⅰ-0-63-63 札幌円山西町8 札幌市中央区円山西町

Ⅰ-0-64-64 札幌円山西町5丁目2 札幌市中央区円山西町5丁目

Ⅰ-0-65-65 札幌円山西町6丁目1 札幌市中央区円山西町6丁目

Ⅰ-0-66-66 札幌円山西町10 札幌市中央区円山西町10丁目

Ⅰ-0-67-67 札幌円山1 札幌市中央区円山、円山西町10丁目、双子山1丁目、双子山2丁目

Ⅰ-0-68-68 札幌円山2 札幌市中央区円山、南5条西27丁目、南6条西26丁目、南7条西25～26丁目、南8条西26丁目

Ⅰ-0-69-69 札幌南8条西26丁目 札幌市中央区南8条西26丁目、円山、双子山1丁目

Ⅰ-0-70-70 札幌盤渓5 札幌市中央区盤渓

Ⅰ-0-71-71 札幌盤渓9 札幌市中央区盤渓

Ⅰ-0-72-72 札幌盤渓12 札幌市中央区盤渓

Ⅰ-0-73-73 札幌盤渓13 札幌市中央区盤渓

Ⅰ-0-74-74 札幌盤渓14 札幌市中央区盤渓

Ⅰ-0-75-75 札幌盤渓17 札幌市中央区盤渓

Ⅰ-0-77-77 札幌界川2丁目1 札幌市中央区界川2丁目、南区藻岩山

Ⅰ-0-78-78 札幌界川1丁目 札幌市中央区界川1丁目

Ⅰ-0-79-79 札幌双子山3丁目 札幌市中央区双子山3丁目、円山西町9丁目

Ⅰ-0-80-80 札幌双子山4丁目 札幌市中央区双子山4丁目

Ⅰ-0-82-82 札幌南10条西23丁目 札幌市中央区南10条西23丁目

Ⅰ-0-83-83 札幌南11条西23丁目 札幌市中央区南13条西23丁目

Ⅰ-0-84-84 札幌伏見1丁目 札幌市中央区伏見1丁目

Ⅰ-0-85-85 札幌南17条西18丁目1 札幌市中央区南17条西18丁目

Ⅰ-0-87-87 札幌伏見5丁目1 札幌市中央区伏見3丁目、5丁目

Ⅰ-0-88-88 札幌伏見5丁目3 札幌市中央区伏見5丁目

Ⅰ-0-89-89 札幌伏見5丁目4 札幌市中央区伏見5丁目、南19条西16丁目

Ⅰ-0-90-90 札幌伏見5丁目5 札幌市中央区伏見5丁目

Ⅰ-0-549-2967 札幌宮の森1 札幌市中央区宮の森

Ⅰ-0-550-2968 札幌宮の森1条16丁目 札幌市中央区宮の森1条16丁目

Ⅰ-0-551-2969 札幌円山西町6丁目2 札幌市中央区円山西町6丁目

Ⅰ-0-552-2970 札幌円山西町7丁目 札幌市中央区円山西町9丁目

Ⅰ-0-553-2971 札幌旭ヶ丘6丁目 札幌市中央区旭ヶ丘6丁目

箇所番号 箇所名 所在地
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 がけ地カルテ作成箇所一覧

箇所番号 箇所名 所在地

Ⅰ-0-H17-003 札幌宮の森2条16丁目 札幌市中央区宮の森2条16丁目

Ⅰ-0-H17-004 札幌宮の森16 札幌市中央区宮の森1条16丁目

Ⅰ-0-111-111 札幌藻岩山3 札幌市南区藻岩山、中央区伏見3丁目

Ⅰ-0-112-112 札幌藻岩山4 札幌市中央区伏見5丁目、南23条西15丁目、南区藻岩山

Ⅰ-0-113-113 札幌藻岩山5 札幌市南区藻岩山、中央区南23条西15丁目、南24条西14～15丁目、南25条西14丁目

Ⅰ-0-114-114 札幌藻岩山6 札幌市南区藻岩山、中央区南25条西14丁目、南26条西13～14丁目、南27条西13～14丁目

Ⅰ-0-115-115 札幌藻岩山10 札幌市南区藻岩山、中央区南30条西11丁目

Ⅰ-0-H30-005 札幌宮の森2条15丁目 札幌市中央区宮の森2条15丁目

Ⅰ-0-H30-006 札幌宮の森2条16丁目1 札幌市中央区宮の森2条16丁目

Ⅰ-0-H30-007 札幌宮の森1条16丁目1 札幌市中央区宮の森1条16丁目、宮の森、円山西町

Ⅰ-0-H30-008 札幌宮の森1条17丁目 札幌市中央区宮の森1条17丁目

Ⅱ-0-26-26 札幌宮の森3条12丁目2 札幌市中央区宮の森3条12丁目

Ⅱ-0-27-27 札幌宮の森4条13丁目1 札幌市中央区宮の森4条13丁目

Ⅱ-0-28-28 札幌宮の森3条13丁目1 札幌市中央区宮の森3条13丁目

Ⅱ-0-29-29 札幌宮の森3条13丁目2 札幌市中央区宮の森3条13丁目

Ⅱ-0-30-30 札幌宮の森2条17丁目 札幌市中央区宮の森2条17丁目

Ⅱ-0-31-31 札幌宮の森7 札幌市中央区宮の森1条18丁目

Ⅱ-0-33-33 札幌宮の森14 札幌市中央区宮の森

Ⅱ-0-34-34 札幌円山西町9 札幌市中央区円山西町5丁目

Ⅱ-0-35-35 札幌円山西町5丁目1 札幌市中央区円山西町5丁目

Ⅱ-0-37-37 札幌盤渓3 札幌市中央区盤渓

Ⅱ-0-38-38 札幌盤渓6 札幌市中央区盤渓

Ⅱ-0-40-40 札幌界川2丁目2 札幌市中央区界川2丁目

Ⅱ-0-41-41 札幌界川2丁目3 札幌市中央区界川2丁目、旭ヶ丘5丁目

Ⅱ-0-42-42 札幌界川2丁目4 札幌市中央区界川2丁目、旭ヶ丘6丁目

Ⅱ-0-44-44 札幌伏見5丁目2 札幌市中央区伏見

Ⅱ-0-45-45 札幌伏見5丁目6 札幌市中央区伏見5丁目

Ⅱ-0-50-50-1 札幌藻岩山2-1 札幌市中央区伏見2・3丁目、旭ヶ丘5丁目、南区藻岩山

Ⅱ-0-51-51 札幌藻岩山7 札幌市南区藻岩山、中央区南27条西14丁目、南28条西13丁目

Ⅱ-0-53-53 札幌藻岩山9 札幌市南区藻岩山、中央区南29条西11・12丁目、南30条西11丁目

Ⅱ-0-555-2336 札幌宮の森4条13丁目2 札幌市中央区宮の森4条13丁目

Ⅱ-0-556-2337 札幌宮の森9 札幌市中央区宮の森1条18丁目

Ⅱ-0-H17-001 札幌宮の森4条12丁目 札幌市中央区宮の森4条12丁目

Ⅱ-0-H21-0001 札幌盤渓19 札幌市中央区盤渓

Ⅲ-0-12-12 札幌盤渓16 札幌市中央区盤渓

【厚別区】

Ⅰ-0-255-255 札幌大谷地東6丁目 札幌市厚別区大谷地東6丁目

Ⅰ-0-256-256 札幌大谷地東7丁目2 札幌市厚別区大谷地東7丁目

Ⅰ-0-257-257 札幌青葉町3丁目 札幌市厚別区青葉町12丁目、14丁目

Ⅰ-0-258-258 札幌厚別中央2条1丁目 札幌市厚別区厚別中央2条1丁目

Ⅰ-0-593-3011 札幌大谷地東7丁目1 札幌市厚別区大谷地東7丁目

Ⅰ-0-594-3012 札幌青葉町12丁目 札幌市厚別区青葉町12丁目

Ⅰ-0-595-3013 札幌青葉町16丁目 札幌市厚別区青葉町16丁目

Ⅰ-0-596-3014 札幌厚別東4条8丁目 札幌市厚別区厚別東4条8丁目

Ⅱ-0-185-185 札幌大谷地西1丁目 札幌市厚別区大谷地西1丁目

Ⅱ-0-187-187 札幌下野幌テクノパーク2丁目 札幌市厚別区下野幌ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ2丁目

Ⅱ-0-H17-006 札幌厚別南7丁目1 札幌市厚別区厚別南7丁目

Ⅱ-0-H17-0003 札幌青葉町13丁目 札幌市厚別区青葉町4丁目、11丁目、13丁目
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 がけ地カルテ作成箇所一覧

箇所番号 箇所名 所在地

【豊平区】 　※清田区との重複箇所を含みます。

Ⅰ-0-91-91 札幌中の島2条5丁目 札幌市豊平区中の島2条4丁目・5丁目、平岸1条10丁目

Ⅰ-0-92-92 札幌中の島2条6丁目 札幌市豊平区中の島2条6丁目

Ⅰ-0-93-93 札幌平岸1条7丁目 札幌市豊平区平岸1条7丁目、平岸1条8丁目

Ⅰ-0-94-94 札幌平岸1条20丁目 札幌市豊平区平岸1条20丁目、中の島2条11丁目、12丁目

Ⅰ-0-98-98 札幌平岸1条22丁目 札幌市豊平区平岸1条22丁目、中の島1条14丁目

Ⅰ-0-99-99 札幌平岸4条16丁目 札幌市豊平区平岸4条15・16丁目

Ⅰ-0-100-100 札幌平岸4条12丁目 札幌市豊平区平岸4条12丁目

Ⅰ-0-101-101 札幌月寒西4条6丁目 札幌市豊平区月寒西4条6丁目

Ⅰ-0-103-103 札幌月寒西2条4丁目2 札幌市豊平区月寒西2条4丁目

Ⅰ-0-104-104 札幌月寒西5条10丁目 札幌市豊平区月寒西5条10丁目

Ⅰ-0-105-105 札幌西岡2条1丁目1 札幌市豊平区西岡2条1丁目

Ⅰ-0-106-106 札幌西岡2条1丁目2 札幌市豊平区西岡2条1丁目

Ⅰ-0-107-107 札幌西岡1条7丁目 札幌市豊平区西岡、西岡1条7・8丁目

Ⅰ-0-108-108 札幌西岡4条9丁目1 札幌市豊平区西岡4条9丁目

Ⅰ-0-109-109 札幌西岡4条9丁目2 札幌市豊平区西岡4条9丁目

Ⅰ-0-110-110 札幌月寒東2条20丁目 札幌市豊平区月寒東1条20丁目、2条20丁目

Ⅰ-0-245-245 札幌清田6条1丁目1 札幌市豊平区羊ケ丘、清田区清田6条1丁目、清田7条1丁目

Ⅰ-0-246-246 札幌清田6条1丁目2 札幌市豊平区羊ケ丘、清田区清田5条1丁目、清田6条1丁目

Ⅰ-0-554-2972 札幌平岸6条17丁目 札幌市豊平区平岸5条15丁目、平岸6条16・17丁目、平岸7条16・17丁目

Ⅰ-0-555-2973 札幌平岸8条13丁目1 札幌市豊平区平岸8条13丁目、月寒西5条10丁目

Ⅰ-0-556-2974 札幌西岡1条8丁目 札幌市豊平区西岡1条8丁目

Ⅰ-0-557-2975 札幌西岡2条11丁目 札幌市豊平区西岡2条11丁目

Ⅰ-0-558-2976 札幌西岡4条10丁目 札幌市豊平区西岡4条10丁目

Ⅰ-0-559-2977 札幌福住1条8丁目 札幌市豊平区福住1条8・9丁目

Ⅰ-0-589-3007 札幌清田2条1丁目 札幌市清田区清田2条1丁目、豊平区羊ケ丘

Ⅰ-0-H17-0003 札幌平岸7条13丁目 札幌市豊平区平岸7条13丁目

Ⅰ-0-H17-0005 札幌平岸3条18丁目 札幌市豊平区平岸3条18丁目、平岸4条18丁目

Ⅰ-0-H17-0006 札幌福住2条11丁目 札幌市豊平区福住2条10・11丁目

Ⅱ-0-48-48 札幌平岸8条13丁目2 札幌市豊平区平岸8条12・13丁目

Ⅱ-0-H17-002 札幌月寒西5条6丁目 札幌市豊平区月寒西5条6丁目

Ⅱ-0-H17-0004 札幌清田2条1丁目1 札幌市清田区清田2条1丁目、豊平区羊ヶ丘

【清田区】 　※豊平区との重複箇所を含みます。

Ⅰ-0-234-234 札幌有明7 札幌市清田区有明

Ⅰ-0-235-235 札幌有明10 札幌市清田区有明

Ⅰ-0-237-237 札幌真栄5条3丁目 札幌市清田区真栄5条3丁目、5条2丁目、5条4丁目、真栄

Ⅰ-0-238-238 札幌真栄5条1丁目 札幌清田区真栄5条1丁目

Ⅰ-0-239-239 札幌真栄4条1丁目 札幌市清田区真栄4条1丁目、清田6条4丁目、7条4丁目、清田

Ⅰ-0-240-240 札幌真栄3条4丁目 札幌市清田区真栄2条2丁目、真栄3条2丁目、美しが丘2条1丁目、美しが丘3条1丁目

Ⅰ-0-242-242 札幌清田3 札幌市清田区清田、清田7条3丁目、清田8条3丁目

Ⅰ-0-243-243 札幌清田7条4丁目 札幌市清田区清田7条4丁目

Ⅰ-0-244-244 札幌清田6条2丁目 札幌市清田区清田5条2丁目、清田6条1丁目、2丁目

Ⅰ-0-245-245 札幌清田6条1丁目1 札幌市豊平区羊ケ丘、清田区清田6条1丁目、清田7条1丁目

Ⅰ-0-246-246 札幌清田6条1丁目2 札幌市豊平区羊ケ丘、清田区清田5条1丁目、清田6条1丁目

Ⅰ-0-247-247 札幌清田3条2丁目 札幌市清田区清田､清田2･3条3丁目､清田4～6条4丁目､真栄

Ⅰ-0-248-248 札幌清田2条2丁目 札幌市清田区清田2条2丁目

Ⅰ-0-249-249 札幌清田1条3丁目 札幌市清田区北野3条4丁目、清田1条2・3丁目

Ⅰ-0-250-250 札幌北野3条4丁目 札幌市清田区北野3条4丁目

Ⅰ-0-251-251 札幌北野5条4丁目1 札幌市清田区北野4条4丁目
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 がけ地カルテ作成箇所一覧

箇所番号 箇所名 所在地

Ⅰ-0-252-252 札幌平岡1条2丁目 札幌市清田区平岡1条1丁目、1条2丁目

Ⅰ-0-253-253 札幌里塚1条4丁目 札幌市清田区里塚1条4丁目、里塚2条4丁目

Ⅰ-0-254-254 札幌里塚2条1丁目 札幌市清田区里塚2条1丁目

Ⅰ-0-587-3005 札幌清田5条2丁目 札幌市清田区清田4条1丁目、5条1丁目、5条2丁目

Ⅰ-0-588-3006 札幌清田4条2丁目 札幌市清田区清田4条2丁目

Ⅰ-0-589-3007 札幌清田2条1丁目 札幌市清田区清田2条1丁目、豊平区羊ケ丘

Ⅰ-0-590-3008 札幌北野5条4丁目2 札幌市清田区北野5条4丁目

Ⅰ-0-591-3009 札幌北野5条4丁目3 札幌市清田区北野5条4丁目

Ⅰ-0-592-3010 札幌里塚2条4丁目 札幌市清田区里塚2条3丁目、里塚2条4丁目

Ⅱ-0-H17-0004 札幌清田2条1丁目1 札幌市清田区清田2条1丁目、豊平区羊ヶ丘

Ⅰ-0-H17-008 札幌北野5条1丁目 札幌市清田区北野4条1丁目、北野5条1丁目

Ⅰ-0-H17-011 札幌北野1条2丁目1 札幌市清田区北野1条2丁目

Ⅰ-0-H17-012 札幌北野1条2丁目2 札幌市清田区北野1条2丁目

Ⅰ-0-H17-0010 札幌平岡1条2丁目1 札幌市清田区平岡1条2丁目

Ⅰ-0-H17-0011 札幌里塚3条1丁目 札幌市清田区里塚3条1丁目

Ⅰ-0-H17-0012 札幌北野4条4丁目1 札幌市清田区北野4条4丁目、北野5条4丁目

Ⅰ-0-H31-001 札幌真栄4条3丁目 札幌市清田区真栄4条2丁目、真栄4条3丁目

Ⅱ-0-170-170 札幌有明6 札幌市清田区有明

Ⅱ-0-173-173 札幌有明16 札幌市清田区有明

Ⅱ-0-174-174 札幌有明17 札幌市清田区有明

Ⅱ-0-176-176 札幌真栄1 札幌市清田区真栄、有明

Ⅱ-0-177-177 札幌真栄2 札幌市清田区真栄

Ⅱ-0-178-178 札幌真栄6 札幌市清田区真栄

Ⅱ-0-179-179 札幌真栄9 札幌市清田区真栄

Ⅱ-0-182-182 札幌清田2 札幌市清田区清田

Ⅱ-0-183-183 札幌北野1条2丁目 札幌市清田区北野1条2丁目、北野2条2丁目

Ⅱ-0-H17-004 札幌真栄12 札幌市清田区真栄、美しが丘5条6丁目

Ⅱ-0-H17-0005 札幌北野4条4丁目3 札幌市清田区北野4条4丁目、北野5条4丁目

Ⅲ-0-110-110 札幌有明13 札幌市清田区有明

Ⅲ-0-115-115 札幌真栄7 札幌市清田区美しが丘5条5丁目、真栄

【南区】 　※中央区との重複箇所を含みます。

Ⅰ-0-77-77 札幌界川2丁目1 札幌市中央区界川2丁目、南区藻岩山

Ⅰ-0-111-111 札幌藻岩山3 札幌市南区藻岩山、中央区伏見3丁目

Ⅰ-0-112-112 札幌藻岩山4 札幌市中央区伏見5丁目、南23条西15丁目、南区藻岩山

Ⅰ-0-113-113 札幌藻岩山5 札幌市南区藻岩山、中央区南23条西15丁目、南24条西14～15丁目、南25条西14丁目

Ⅰ-0-114-114 札幌藻岩山6 札幌市南区藻岩山、中央区南25条西14丁目、南26条西13～14丁目、南27条西13～14丁目

Ⅰ-0-115-115 札幌藻岩山10 札幌市南区藻岩山、中央区南30条西11丁目

Ⅰ-0-116-116 札幌藻岩山12 札幌市南区藻岩山、南32条西11丁目

Ⅰ-0-117-117 札幌藻岩山13 札幌市南区藻岩山

Ⅰ-0-118-118 札幌南39条西11丁目 札幌市南区南38･39条西11丁目､藻岩山

Ⅰ-0-119-119 札幌北の沢2 札幌市南区北ノ沢

Ⅰ-0-120-120 札幌北の沢3丁目 札幌市南区北ノ沢3丁目

Ⅰ-0-121-121 札幌川沿1条2丁目1 札幌市南区川沿1条2丁目

Ⅰ-0-122-122 札幌川沿1条3丁目 札幌市南区川沿1条2丁目、1条3丁目

Ⅰ-0-123-123 札幌川沿1条4丁目 札幌市南区川沿1条3丁目、1条4丁目

Ⅰ-0-124-124 札幌川沿1条6丁目1 札幌市南区川沿1条6丁目

Ⅰ-0-125-125 札幌川沿2条4丁目 札幌市南区川沿2条4・5丁目、川沿3条5丁目

Ⅰ-0-126-126 札幌川沿4条5丁目 札幌市南区川沿4条5丁目、南沢

Ⅰ-0-127-127 札幌川沿町1 札幌市南区川沿町、川沿7条4丁目、8条4丁目
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Ⅰ-0-128-128 札幌川沿町2 札幌市南区川沿町、川沿9条4丁目、南沢2条1丁目

Ⅰ-0-129-129 札幌川沿町3 札幌市南区川沿町、川沿10条3丁目

Ⅰ-0-130-130 札幌中ノ沢4丁目 札幌市南区中ノ沢4丁目

Ⅰ-0-131-131 札幌南沢2 札幌市南区南沢

Ⅰ-0-132-132 札幌南沢3 札幌市南区南沢

Ⅰ-0-133-133 札幌南沢5 札幌市南区南沢、南沢1条3丁目

Ⅰ-0-134-134 札幌南沢1条2丁目 札幌市南区南沢1条1～3丁目、2条2丁目

Ⅰ-0-135-135 札幌南沢9 札幌市南区南沢、南沢1条3丁目、川沿12条5丁目

Ⅰ-0-136-136 札幌南沢10 札幌市南区南沢1条3丁目

Ⅰ-0-137-137 札幌南沢11 札幌市南区南沢

Ⅰ-0-138-138 札幌南沢13 札幌市南区南沢、南沢2条3丁目

Ⅰ-0-139-139 札幌硬石山2 札幌市南区川沿18条1・2丁目

Ⅰ-0-140-140 札幌藤野2条1丁目 札幌南区藤野2条1丁目

Ⅰ-0-142-142 札幌藤野4条3丁目 札幌市南区藤野4条3丁目

Ⅰ-0-143-143 札幌藤野5条3丁目 札幌市南区藤野5条3丁目

Ⅰ-0-144-144 札幌藤野2条5丁目 札幌市南区藤野2条5丁目

Ⅰ-0-145-145 札幌藤野2条6丁目 札幌市南区藤野2条6丁目

Ⅰ-0-146-146 札幌藤野2条7丁目 札幌市南区藤野2条7丁目

Ⅰ-0-147-147 札幌藤野3条5丁目 札幌市南区藤野3条4・5丁目、藤野4条5丁目

Ⅰ-0-148-148 札幌藤野4条6丁目 札幌市南区藤野3条6丁目、3条7丁目、4条6丁目

Ⅰ-0-149-149 札幌藤野1条10丁目2 札幌市南区藤野1条10丁目

Ⅰ-0-150-150 札幌藤野2条10丁目2 札幌市南区藤野2条10丁目、藤野

Ⅰ-0-151-151 札幌藤野2条11丁目 札幌市南区藤野2条11丁目、12丁目、藤野

Ⅰ-0-152-152 札幌白川12 札幌市南区白川

Ⅰ-0-153-153 札幌白川13 札幌市南区白川

Ⅰ-0-154-154 札幌簾舞1条2丁目1 札幌南区簾舞1条2丁目1

Ⅰ-0-155-155 札幌簾舞3条3丁目 札幌市南区簾舞3条3丁目、2丁目

Ⅰ-0-156-156 札幌簾舞4条3丁目 札幌市南区簾舞4条3丁目

Ⅰ-0-157-157 札幌簾舞2条3丁目 札幌市南区簾舞2条3丁目、2条4丁目

Ⅰ-0-158-158 札幌簾舞5 札幌市南区簾舞

Ⅰ-0-159-159 札幌簾舞3条5丁目 札幌市南区簾舞3条5丁目、簾舞

Ⅰ-0-160-160 札幌砥山1 札幌市南区砥山

Ⅰ-0-161-161 札幌豊滝4 札幌市南区豊滝

Ⅰ-0-163-163 札幌小金湯1 札幌市南区小金湯

Ⅰ-0-164-164 札幌小金湯12 札幌市南区豊滝

Ⅰ-0-166-166 札幌定山渓7 札幌市南区定山渓

Ⅰ-0-168-168 札幌定山渓温泉西1丁目3 札幌市南区定山渓、定山渓温泉西1丁目

Ⅰ-0-170-170 札幌定山渓温泉西1丁目6 札幌市南区定山渓温泉1丁目

Ⅰ-0-171-171 札幌定山渓温泉西1丁目7 札幌市南区定山渓、定山渓温泉西1丁目

Ⅰ-0-172-172 札幌定山渓温泉東2丁目2 札幌市南区定山渓温泉東2丁目

Ⅰ-0-173-173 札幌定山渓温泉東2丁目4 札幌市南区定山渓、定山渓温泉東2丁目

Ⅰ-0-174-174 札幌定山渓温泉東2丁目5 札幌市南区定山渓、定山渓温泉東2丁目

Ⅰ-0-175-175 札幌定山渓温泉東2丁目6 札幌市南区定山渓温泉2丁目

Ⅰ-0-176-176 札幌定山渓温泉東2丁目7 札幌市南区定山渓温泉東2丁目

Ⅰ-0-177-177 札幌定山渓13 札幌市南区定山渓

Ⅰ-0-180-180 札幌定山渓温泉西3丁目 札幌市南区定山渓温泉西3丁目

Ⅰ-0-181-181 札幌定山渓温泉東3丁目1 札幌市南区定山渓温泉東3丁目

Ⅰ-0-182-182 札幌定山渓16 札幌市南区定山渓

Ⅰ-0-183-183 札幌定山渓17 札幌市南区定山渓、定山渓温泉西3丁目

Ⅰ-0-184-184 札幌定山渓18 札幌市南区定山渓、定山渓温泉西3・4丁目
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Ⅰ-0-185-185 札幌定山渓温泉東4丁目1 札幌市南区定山渓、定山渓温泉東3・4丁目、定山渓温泉西4丁目

Ⅰ-0-186-186 札幌定山渓19 札幌市南区定山渓

Ⅰ-0-187-187 札幌定山渓温泉東4丁目2 札幌市南区定山渓温泉東4丁目

Ⅰ-0-202-202 札幌澄川5条4丁目 札幌市南区澄川5条4丁目

Ⅰ-0-203-203 札幌澄川5条5丁目1 札幌市南区澄川5条4・5丁目

Ⅰ-0-204-204 札幌澄川5条5丁目2 札幌市南区澄川5条5丁目

Ⅰ-0-205-205 札幌澄川6条5丁目 札幌市南区澄川6条5丁目、6条6丁目

Ⅰ-0-206-206 札幌澄川5 札幌市南区澄川5条7丁目、5条6丁目

Ⅰ-0-207-207 札幌澄川6条9丁目 札幌市南区澄川6条8丁目、澄川6条9丁目

Ⅰ-0-208-208 札幌澄川4条10丁目 札幌市南区澄川4条10丁目

Ⅰ-0-209-209 札幌真駒内東町1丁目 札幌市南区真駒内東町1丁目

Ⅰ-0-210-210 札幌真駒内柏丘1丁目1 札幌市南区真駒内柏丘1～4丁目

Ⅰ-0-211-211 札幌真駒内柏丘7丁目 札幌市南区真駒内柏丘5丁目、7丁目、8丁目

Ⅰ-0-212-212 札幌真駒内柏丘8丁目 札幌市南区真駒内柏丘8丁目、9丁目

Ⅰ-0-213-213 札幌真駒内柏丘11丁目 札幌市南区真駒内柏丘11丁目、石山東1丁目

Ⅰ-0-214-214 札幌石山1 札幌市南区石山、石山2条2丁目

Ⅰ-0-215-215 札幌石山2 札幌市南区石山

Ⅰ-0-216-216 札幌石山3 札幌市南区石山、石山東3丁目、4丁目

Ⅰ-0-217-217 札幌石山2条3丁目1 札幌市南区石山2条3丁目

Ⅰ-0-218-218 札幌石山2条3丁目2 札幌市南区石山2条3丁目

Ⅰ-0-219-219 札幌石山2条3丁目4 札幌市南区石山、石山2条3丁目

Ⅰ-0-220-220 札幌石山5 札幌市南区石山、石山東4丁目、5丁目

Ⅰ-0-221-221 札幌石山8 札幌市南区石山東5丁目、東6丁目、石山

Ⅰ-0-222-222 札幌石山11 札幌市南区石山、石山東6丁目

Ⅰ-0-223-223 札幌石山12 札幌市南区石山、石山東6丁目、7丁目

Ⅰ-0-224-224 札幌石山13 札幌市南区石山、石山東7丁目

Ⅰ-0-225-225 札幌石山14 札幌市南区石山、石山東7丁目

Ⅰ-0-226-226 札幌石山18 札幌市南区石山、石山3条8丁目

Ⅰ-0-227-227 札幌石山20 札幌市南区石山

Ⅰ-0-228-228 札幌常盤1 札幌市南区常盤・常盤6条2丁目

Ⅰ-0-229-229 札幌芸術の森1丁目1 札幌市南区芸術の森1丁目、芸術の森2丁目

Ⅰ-0-230-230 札幌芸術の森1丁目3 札幌市南区芸術の森1丁目

Ⅰ-0-231-231 札幌真駒内3 札幌市南区真駒内南町6丁目、真駒内

Ⅰ-0-232-232 札幌真駒内10 札幌市南区真駒内

Ⅰ-0-233-233 札幌滝野4 札幌市南区滝野

Ⅰ-0-560-2978 札幌川沿1条2丁目2 札幌市南区川沿1条2丁目

Ⅰ-0-561-2979 札幌川沿3条3丁目 札幌市南区川沿3条3丁目

Ⅰ-0-562-2980 札幌川沿4条3丁目 札幌市南区川沿4条3丁目

Ⅰ-0-563-2981 札幌川沿5条3丁目 札幌市南区川沿5条3丁目、6条3丁目

Ⅰ-0-564-2982 札幌南沢6条2丁目 札幌市南区南沢6条2丁目

Ⅰ-0-565-2983 札幌南沢1 札幌市南区南沢

Ⅰ-0-566-2984 札幌南沢5条4丁目 札幌市南区南沢5条4丁目、南沢

Ⅰ-0-567-2985 札幌南沢3条2丁目 札幌市南区南沢3条2丁目

Ⅰ-0-568-2986 札幌藤野3条3丁目2 札幌市南区藤野3条2丁目、3条3丁目

Ⅰ-0-570-2988 札幌藤野5条8丁目 札幌市南区藤野5条8丁目

Ⅰ-0-571-2989 札幌簾舞2 札幌市南区簾舞、簾舞6条2丁目

Ⅰ-0-572-2990 札幌定山渓温泉西3丁目1 札幌市南区定山渓温泉西3丁目

Ⅰ-0-573-2991 札幌澄川4条2丁目 札幌市南区澄川4条2丁目

Ⅰ-0-574-2992 札幌澄川5条8丁目 札幌市南区澄川4条6～9丁目、澄川5条6～9丁目

Ⅰ-0-575-2993 札幌澄川6条11丁目2 札幌市南区澄川6条11丁目
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Ⅰ-0-576-2994 札幌澄川1 札幌市南区澄川

Ⅰ-0-577-2995 札幌澄川6条12丁目1 札幌市南区澄川4条11丁目、4条12丁目、5条12丁目、5条13丁目、澄川

Ⅰ-0-578-2996 札幌澄川6条12丁目2 札幌市南区澄川6条12丁目

Ⅰ-0-579-2997 札幌澄川6条13丁目 札幌市南区澄川6条13丁目

Ⅰ-0-581-2999 札幌石山3条6丁目 札幌市南区石山3条6丁目

Ⅰ-0-582-3000 札幌石山17 札幌市南区石山3条8丁目、石山

Ⅰ-0-583-3001 札幌常盤5条2丁目 札幌市南区常盤4条2丁目、常盤5条2丁目

Ⅰ-0-584-3002 札幌真駒内4 札幌市南区真駒内南町7丁目、真駒内

Ⅰ-0-585-3003 札幌真駒内19 札幌市南区真駒内

Ⅰ-0-H17-005 札幌川沿2条3丁目 札幌市南区川沿2条3丁目

Ⅰ-0-H17-006 札幌藤野5条2丁目 札幌市南区藤野5条2・3丁目

Ⅰ-0-H17-007 札幌定山渓温泉西3丁目2 札幌市南区定山渓温泉西3丁目

Ⅰ-0-H17-009 札幌定山渓温泉西1丁目9 札幌市南区定山渓温泉西1丁目

Ⅰ-0-H17-010 札幌石山東7丁目 札幌市南区石山、石山東7丁目

Ⅰ-0-H17-0007 札幌南沢6条4丁目 札幌市南区南沢6条4丁目

Ⅰ-0-H17-0008 札幌澄川5条4丁目1 札幌市南区澄川5条4丁目

Ⅰ-0-H17-0009 札幌澄川5条11丁目 札幌市南区澄川5条11丁目

Ⅰ-0-H24-003 札幌石山30 札幌市南区石山3条6丁目、石山4条6丁目、石山

Ⅰ-0-H24-006 札幌真駒内24 札幌市南区真駒内、常盤4条2丁目

Ⅰ-0-H24-007 札幌常盤19 札幌市南区常盤

Ⅰ-0-H24-008 札幌常盤20 札幌市南区常盤

Ⅰ-0-H25-001 札幌藤野2条6丁目2 札幌市南区藤野2条6丁目

Ⅰ-0-H25-002 札幌藤野3条4丁目 札幌市南区藤野3条3・4丁目

Ⅰ-0-H30-009 札幌川沿15条2丁目 札幌市南区川沿15条2丁目、硬石山

Ⅰ-0-H30-011 札幌石山32 札幌市南区石山

Ⅰ-0-H30-012 札幌常盤2条2丁目 札幌市南区常盤2条2丁目、真駒内

Ⅰ-0-H30-013 札幌常盤3条1丁目 札幌市南区常盤3条1丁目、4条1丁目

Ⅰ-0-H30-014 札幌石山33 札幌市南区石山

Ⅰ-0-H30-016 札幌真駒内26 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-50-50-1 札幌藻岩山2-1 札幌市中央区伏見2・3丁目、旭ヶ丘5丁目、南区藻岩山

Ⅱ-0-51-51 札幌藻岩山7 札幌市南区藻岩山、中央区南27条西14丁目、南28条西13丁目

Ⅱ-0-53-53 札幌藻岩山9 札幌市南区藻岩山、中央区南29条西11・12丁目、南30条西11丁目

Ⅱ-0-54-54 札幌藻岩山11 札幌市南区北の沢

Ⅱ-0-55-55 札幌藻岩下1丁目1 札幌市南区藻岩下1丁目、藻岩下

Ⅱ-0-56-56 札幌藻岩下1丁目2 札幌市南区藻岩下1・2丁目、藻岩下、南36条西11丁目

Ⅱ-0-57-57 札幌藻岩下2丁目1 札幌市南区藻岩下1・2丁目

Ⅱ-0-58-58 札幌藻岩下1丁目3 札幌市南区藻岩下1・2丁目、藻岩下

Ⅱ-0-59-59 札幌藻岩下1丁目4 札幌市南区藻岩下2・5丁目、藻岩下

Ⅱ-0-60-60 札幌藻岩下3丁目 札幌市南区藻岩下2・3丁目、藻岩山

Ⅱ-0-62-62 札幌北の沢3 札幌市南区北の沢

Ⅱ-0-64-64 札幌北の沢5 札幌市南区北の沢

Ⅱ-0-65-65 札幌北の沢7 札幌市南区北の沢

Ⅱ-0-66-66 札幌川沿1条6丁目2 札幌市南区川沿1条6丁目

Ⅱ-0-67-67 札幌川沿12条5丁目 札幌市南区川沿12条5丁目

Ⅱ-0-69-69 札幌中ノ沢2 札幌市南区中ノ沢

Ⅱ-0-71-71 札幌中ノ沢5 札幌市南区中ノ沢3丁目

Ⅱ-0-72-72 札幌南沢6 札幌市南区南沢

Ⅱ-0-73-73 札幌南沢8 札幌市南区南沢

Ⅱ-0-74-74 札幌南沢12 札幌市南区南沢1条3丁目、2条3丁目、南沢

Ⅱ-0-75-75 札幌硬石山1 札幌市南区川沿12条5丁目
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箇所番号 箇所名 所在地

Ⅱ-0-76-76 札幌硬石山5 札幌市南区白川、硬石山

Ⅱ-0-78-78 札幌藤野6条9丁目 札幌市南区藤野6条9丁目、藤野

Ⅱ-0-79-79 札幌白川3 札幌市南区白川

Ⅱ-0-80-80 札幌白川5 札幌市南区白川

Ⅱ-0-81-81 札幌白川6 札幌市南区白川

Ⅱ-0-82-82 札幌白川7 札幌市南区白川

Ⅱ-0-83-83 札幌白川11 札幌市南区白川

Ⅱ-0-84-84 札幌白川14 札幌市南区白川

Ⅱ-0-85-85 札幌簾舞1条2丁目2 札幌市南区簾舞1条2丁目、2条3丁目

Ⅱ-0-86-86 札幌簾舞3 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-87-87 札幌簾舞4 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-89-89 札幌簾舞10 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-90-90 札幌簾舞11 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-91-91 札幌簾舞12 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-92-92 札幌簾舞16 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-94-94 札幌簾舞19 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-96-96 札幌簾舞21 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-97-97 札幌簾舞22 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-98-98 札幌砥山2 札幌市南区砥山

Ⅱ-0-99-99 札幌砥山5 札幌市南区砥山

Ⅱ-0-101-101 札幌豊滝7 札幌市南区豊滝

Ⅱ-0-102-102 札幌豊滝8 札幌市南区豊滝、豊滝2丁目

Ⅱ-0-103-103 札幌豊滝9 札幌市南区豊滝、豊滝2丁目

Ⅱ-0-105-105 札幌小金湯4 札幌市南区小金湯

Ⅱ-0-106-106 札幌小金湯5 札幌市南区小金湯

Ⅱ-0-107-107 札幌小金湯6 札幌市南区小金湯

Ⅱ-0-110-110 札幌小金湯9 札幌市南区豊滝、小金湯

Ⅱ-0-111-111 札幌定山渓5 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-112-112 札幌定山渓温泉東1丁目3 札幌市南区定山渓温泉東1丁目

Ⅱ-0-113-113 札幌定山渓温泉東2丁目1 札幌市南区定山渓、定山渓温泉東1・2丁目

Ⅱ-0-114-114 札幌定山渓温泉東2丁目3 札幌市南区定山渓、定山渓温泉東2丁目

Ⅱ-0-115-115 札幌定山渓温泉西2丁目1 札幌市南区定山渓温泉西1丁目、定山渓

Ⅱ-0-117-117 札幌定山渓24 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-118-118 札幌定山渓27 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-119-119 札幌定山渓30 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-120-120 札幌定山渓34 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-121-121 札幌定山渓48 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-129-129 札幌真駒内柏丘12丁目1 札幌市南区真駒内柏丘7丁目、12丁目

Ⅱ-0-131-131 札幌石山2条3丁目3 札幌市南区石山、石山2条3丁目

Ⅱ-0-132-132 札幌石山4 札幌市南区石山

Ⅱ-0-133-133 札幌石山6 札幌市南区石山2条9丁目、石山

Ⅱ-0-134-134 札幌石山9 札幌市南区石山、石山東6丁目

Ⅱ-0-135-135 札幌石山10 札幌市南区石山、石山東6丁目

Ⅱ-0-136-136 札幌石山16 札幌市南区石山

Ⅱ-0-137-137 札幌石山22 札幌市南区石山

Ⅱ-0-139-139 札幌石山26 札幌市南区石山・常盤

Ⅱ-0-142-142 札幌石山29 札幌市南区石山、常盤

Ⅱ-0-144-144 札幌常盤3 札幌市南区常盤

Ⅱ-0-146-146 札幌常盤6 札幌市南区常盤

Ⅱ-0-147-147 札幌常盤8 札幌市南区常盤
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Ⅱ-0-148-148 札幌常盤9 札幌市南区常盤、真駒内

Ⅱ-0-149-149 札幌常盤10 札幌市南区常盤

Ⅱ-0-150-150 札幌常盤14 札幌市南区常盤

Ⅱ-0-151-151 札幌常盤15 札幌市南区常盤

Ⅱ-0-152-152 札幌常盤16 札幌市南区常盤

Ⅱ-0-153-153 札幌真駒内5 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-154-154 札幌真駒内6 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-156-156 札幌真駒内9 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-157-157 札幌真駒内11 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-158-158 札幌真駒内12 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-159-159 札幌真駒内14 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-160-160 札幌真駒内15 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-161-161 札幌真駒内17 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-162-162 札幌真駒内20 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-163-163 札幌真駒内21 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-165-165 札幌滝野3 札幌市南区滝野

Ⅱ-0-166-166 札幌滝野5 札幌市南区滝野

Ⅱ-0-168-168 札幌滝野11 札幌市南区滝野

Ⅱ-0-557-2338 札幌南沢4 札幌市南区南沢、南沢5条4丁目

Ⅱ-0-558-2339 札幌簾舞1 札幌市南区簾舞、簾舞6条1・2丁目

Ⅱ-0-559-2340 札幌簾舞1条5丁目1 札幌市南区簾舞1条5丁目

Ⅱ-0-560-2341 札幌簾舞17 札幌市南区簾舞

Ⅱ-0-561-2342 札幌定山渓31 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-562-2343 札幌定山渓33 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-563-2344 札幌石山19 札幌市南区石山

Ⅱ-0-564-2345 札幌真駒内1 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-566-2347 札幌真駒内13 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-567-2348 札幌真駒内18 札幌市南区真駒内

Ⅱ-0-H17-003 札幌北の沢8 札幌市南区北の沢、北の沢9丁目

Ⅱ-0-H17-008 札幌川沿5条3丁目1 札幌市南区川沿5条3丁目

Ⅱ-0-H27-002 札幌小金湯14 札幌市南区小金湯

Ⅱ-0-H27-008 札幌定山渓51 札幌市南区定山渓

Ⅱ-0-H27-011 札幌定山渓54 札幌市南区定山渓、定山渓温泉東4丁目

Ⅱ-0-H28-001 札幌藻岩下1丁目5 札幌市南区藻岩下1丁目、藻岩下

Ⅱ-0-H30-010 札幌石山31 札幌市南区石山

Ⅱ-0-H30-015 札幌常盤5条2丁目1 札幌市南区常盤5条2丁目

Ⅲ-0-13-13 札幌藻岩下2丁目2 札幌市南区藻岩下2丁目、南37・38条西11丁目、藻岩山

Ⅲ-0-16-16 札幌南沢7 札幌市南区南沢

Ⅲ-0-18-18 札幌硬石山4 札幌市南区白川、硬石山

Ⅲ-0-22-22 札幌白川1 札幌市南区白川、硬石山

Ⅲ-0-28-28 札幌簾舞1条2丁目3 札幌市南区簾舞1条2丁目、2条3丁目、4丁目

Ⅲ-0-29-29 札幌簾舞1条5丁目2 札幌市南区簾舞1条5丁目、簾舞

Ⅲ-0-31-31 札幌簾舞8 札幌市南区簾舞4条6丁目、簾舞

Ⅲ-0-44-44 札幌小金湯11 札幌市南区小金湯

Ⅲ-0-53-53 札幌定山渓温泉西1丁目1 札幌市南区定山渓、定山渓温泉西1丁目

Ⅲ-0-56-56 札幌定山渓温泉西1丁目8 札幌市南区定山渓温泉西1丁目、定山渓

Ⅲ-0-61-61 札幌定山渓15 札幌市南区定山渓

Ⅲ-0-62-62 札幌定山渓温泉西2丁目4 札幌市南区定山渓温泉西2・3丁目

Ⅲ-0-76-76 札幌定山渓46 札幌市南区定山渓

Ⅲ-0-80-80 札幌石山7 札幌市南区石山
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Ⅲ-0-81-81 札幌石山15 札幌市南区石山・石山東7丁目

Ⅲ-0-H17-002 札幌川沿11条3丁目 札幌市南区川沿11条3丁目、川沿町、南沢、南沢1条2丁目

Ⅲ-0-H17-004 札幌藤野4条3丁目1 札幌市南区藤野4条2・3丁目

Ⅲ-0-H17-006 札幌定山渓温泉東2丁目8 札幌市南区定山渓温泉東2丁目8

Ⅲ-0-H17-007 札幌定山渓温泉東4丁目4 札幌市南区定山渓、定山渓温泉東4丁目

【西区】 　※手稲区との重複箇所を含みます。

Ⅰ-0-15-15 札幌宮の沢4条5丁目3 札幌市西区宮の沢4条5丁目

Ⅰ-0-16-16 札幌宮の沢1 札幌市西区宮の沢

Ⅰ-0-17-17 札幌宮の沢2 札幌市西区宮の沢

Ⅰ-0-18-18 札幌西野1 札幌市西区西野、宮の沢3条2丁目、宮の沢3条3丁目

Ⅰ-0-19-19 札幌西野4条10丁目 札幌市西区西野4条10丁目、西野

Ⅰ-0-20-20 札幌西野3 札幌市西区西野、西野3条10丁目

Ⅰ-0-21-21 札幌西野4 札幌市西区西野6条10丁目、西野

Ⅰ-0-22-22 札幌西野5 札幌市西区西野、西野6条10丁目

Ⅰ-0-23-23 札幌西野6 札幌市西区西野、西野7条10丁目

Ⅰ-0-24-24 札幌西野7 札幌市西区西野、西野8条8・9丁目、西野9条8丁目

Ⅰ-0-26-26 札幌西野9 札幌市西区西野11条9丁目、西野12条8丁目、西野13条8丁目、西野

Ⅰ-0-27-27 札幌西野11条8丁目 札幌市西区西野11条7・8丁目

Ⅰ-0-28-28 札幌西野10 札幌市西区西野14条8丁目、西野

Ⅰ-0-29-29 札幌平和１ 札幌市西区平和

Ⅰ-0-30-30 札幌福井1 札幌市西区平和,福井,福井6丁目

Ⅰ-0-31-31 札幌福井2 札幌市西区福井、福井8丁目、10丁目

Ⅰ-0-32-32 札幌福井9丁目1 札幌市西区福井9丁目

Ⅰ-0-33-33 札幌福井9丁目3 札幌市西区福井9丁目

Ⅰ-0-34-34 札幌福井9丁目4 札幌市西区福井、福井9丁目

Ⅰ-0-35-35 札幌手稲平和 札幌市西区平和2条1丁目、福井2丁目、4丁目

Ⅰ-0-36-36 札幌山の手1 札幌市西区山の手

Ⅰ-0-37-37 札幌山の手7条8丁目2 札幌市西区山の手7条8丁目

Ⅰ-0-38-38 札幌山の手7条8丁目3 札幌市西区山の手7条8丁目

Ⅰ-0-39-39 札幌山の手4条11丁目 札幌市西区山の手4条11丁目

Ⅰ-0-40-40 札幌山の手4 札幌市西区山の手、山の手4条11丁目、3条12丁目

Ⅰ-0-41-41 札幌山の手5 札幌市西区山の手、山の手3条11丁目、3条12丁目

Ⅰ-0-42-42 札幌山の手6 札幌市西区山の手2条12丁目

Ⅰ-0-541-2959 札幌宮の沢4条5丁目4 札幌市西区宮の沢4条5丁目、宮の沢

Ⅰ-0-542-2960 札幌宮の沢4条5丁目5 札幌市西区宮の沢4条5丁目

Ⅰ-0-543-2961 札幌宮の沢4条5丁目6 札幌市西区宮の沢4条5丁目

Ⅰ-0-544-2962 札幌宮の沢4条3丁目 札幌市西区宮の沢4条3丁目、宮の沢

Ⅰ-0-H17-001 札幌福井1丁目 札幌市西区福井1丁目

Ⅰ-0-H17-002 札幌山の手5条10丁目 札幌市西区山の手5条10丁目

Ⅰ-0-H23-005 札幌宮の沢4条5丁目8 札幌市西区宮の沢4条5丁目

Ⅰ-0-H30-002 札幌西野4条9丁目 札幌市西区西野4条9丁目、西野

Ⅰ-0-H30-004 札幌山の手6条9丁目 札幌市西区山の手6条8～10丁目、山の手

Ⅱ-0-11-11 札幌宮の沢4条5丁目1 札幌市西区宮の沢4条5丁目、手稲区西宮の沢6条1丁目

Ⅱ-0-13-13 札幌西野2 札幌市西区西野、西野4条10丁目

Ⅱ-0-15-15 札幌西野12 札幌市西区西野

Ⅱ-0-16-16 札幌西野13 札幌市西区西野

Ⅱ-0-17-17 札幌平和3 札幌市西区平和

Ⅱ-0-18-18 札幌平和4 札幌市西区平和

Ⅱ-0-19-19 札幌福井9丁目2 札幌市西区福井9丁目
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箇所番号 箇所名 所在地

Ⅱ-0-20-20 札幌福井4 札幌市西区福井

Ⅱ-0-23-23 札幌山の手7条8丁目1 札幌市西区山の手7条8丁目

Ⅱ-0-24-24 札幌山の手2 札幌市西区山の手

Ⅱ-0-25-25 札幌山の手3 札幌市西区山の手

Ⅱ-0-554-2335 札幌宮の沢4条5丁目7 札幌市西区宮の沢4条5丁目

Ⅱ-0-H23-001 札幌山の手7条8丁目4 札幌市西区山の手7条8丁目、山の手

Ⅱ-0-H23-003 札幌山の手5条10丁目1 札幌市西区山の手5条9丁目、5条10丁目

Ⅱ-0-H30-003 札幌西野5条10丁目 札幌市西区西野5条10丁目、西野

Ⅱ-0-H17-007 札幌山の手1条13丁目 札幌市西区山の手1条13丁目

Ⅲ-0-3-3 札幌福井3 札幌市西区福井、福井10丁目

【手稲区】 　※西区との重複箇所を含みます。

Ⅰ-0-1-1 札幌星置南1丁目 札幌市手稲区星置南1・2丁目

Ⅰ-0-2-2 札幌星置南3丁目 札幌市手稲区星置南3丁目

Ⅰ-0-3-3 札幌手稲金山2 札幌市手稲区手稲金山

Ⅰ-0-4-4 札幌金山2条4丁目 札幌市手稲区金山2条3・4丁目、星置南1・2丁目

Ⅰ-0-8-8 札幌手稲富丘1 札幌市手稲区富丘6条7丁目、手稲富丘

Ⅰ-0-9-9 札幌手稲富丘4 札幌市手稲区富丘6条4丁目、手稲富丘

Ⅰ-0-10-10 札幌手稲富丘5 札幌市手稲区富丘6条4丁目、手稲富丘

Ⅰ-0-11-11 札幌手稲富丘5条3丁目1 札幌市手稲区富丘5条3丁目

Ⅰ-0-12-12 札幌手稲富丘5条3丁目2 札幌市手稲区富丘4条1丁目、5条2丁目、3丁目

Ⅰ-0-13-13 札幌手稲富丘6 札幌市手稲区手稲富丘、西宮の沢6条2丁目

Ⅰ-0-538-2956 札幌手稲本町5条3丁目 札幌市手稲区手稲本町5条3丁目、5条4丁目

Ⅰ-0-539-2957 札幌手稲富丘3条1丁目 札幌市手稲区富丘3条1丁目、2丁目

Ⅰ-0-540-2958 札幌手稲富丘4条1丁目 札幌市手稲区手稲富丘3条1丁目、4条1丁目

Ⅰ-0-H17-0002 札幌富丘6条7丁目 札幌市手稲区富丘6条7丁目、手稲本町

Ⅰ-0-H30-001 札幌西宮の沢6条1丁目 札幌市手稲区西宮の沢6条1丁目

Ⅱ-0-1-1 札幌手稲金山1 札幌市手稲区手稲金山

Ⅱ-0-2-2 札幌金山3条3丁目 札幌市手稲区金山2条4丁目、金山3条3丁目

Ⅱ-0-3-3 札幌手稲金山3 札幌市手稲区手稲金山､手稲稲穂､稲穂5条6丁目

Ⅱ-0-5-5 札幌稲穂3条2丁目 札幌市手稲区稲穂3条2丁目

Ⅱ-0-6-6 札幌手稲本町1 札幌市手稲区手稲本町6条3丁目

Ⅱ-0-7-7 札幌手稲本町2 札幌市手稲区手稲本町5条2丁目、6条3丁目、手稲本町

Ⅱ-0-8-8 札幌手稲本町5条2丁目 札幌市手稲区手稲本町5条2丁目

Ⅱ-0-11-11 札幌宮の沢4条5丁目1 札幌市西区宮の沢4条5丁目、手稲区西宮の沢6条1丁目

Ⅱ-0-H17-0002 札幌稲穂5条2丁目1 札幌市手稲区稲穂5条2丁目、手稲本町

Ⅲ-0-1-1 札幌富丘6条2丁目 札幌市手稲区富丘6条2丁目、5条2丁目、5条3丁目、手稲富丘
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