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新旧対照表 

○民生委員協議会を組織する区域 

 

新 旧 

別表 別表 

民生委員協議会を組織すべき区域 民生委員協議会を組織すべき区域 

１ 市の区域 １ 市の区域 

 市名 民生委員協議会を組織すべき区域   市名 民生委員協議会を組織すべき区域  

 小樽

市 

手宮地区 手宮、末広町、高島４丁目

15番、錦町、梅ケ枝町、豊

川町、石山町及び清水町 

  小樽

市 

手宮地区 手宮、末広町、高島４丁目

15番、錦町、梅ヶ枝町、豊

川町、石山町及び清水町 

 

   稲穂地区 稲穂     稲穂地区 稲穂  

   山手地区 富岡、緑及び最上     山手地区 富岡、緑及び最上  

   花園地区 花園     花園地区 花園  

   浜小樽地

区 

色内、港町、山田町、堺町、

東雲町及び相生町 

    浜小樽地

区 

色内、港町、山田町、堺町、

東雲町及び相生町 

 

   入船西地

区 

入船２丁目（別に定める区

域に限る。）及び３丁目か

ら５丁目まで並びに松ケ枝 

    入船西地

区 

入船２丁目（別に定める区

域に限る。）及び３丁目か

ら５丁目まで並びに松ヶ枝 

 

   入船東地

区 

入船１丁目及び２丁目（別

に定める区域を除く。）、

住吉町（別に定める区域に

限る。）、住ノ江並びに有

幌町 

    入船東地

区 

入船１丁目及び２丁目（別

に定める区域を除く。）、

住吉町（別に定める区域に

限る。）、住ノ江並びに有

幌町 

 

   奥沢地区 奥沢、若松、天神並びに真

栄１丁目（別に定める区域

に限る。）及び２丁目（別

に定める区域を除く。） 

    奥沢地区 奥沢、若松、天神並びに真

栄１丁目（別に定める区域

に限る。）及び２丁目 

 

   長橋地区 長橋及び幸２丁目（別に定

める区域に限る。） 

    長橋地区 長橋及び幸２丁目（別に定

める区域に限る。） 

 

   南樽地区 住吉町（別に定める区域を

除く。）、真栄１丁目（別

に定める区域を除く。）、

真栄２丁目（別に定める区

域に限る。）、若竹町、勝

納町、新富町、信香町、潮

見台及び築港 

    南樽地区 住吉町（別に定める区域を

除く。）、真栄１丁目（別

に定める区域を除く。）、

若竹町、勝納町、新富町、

信香町、潮見台及び築港 

 

   高島地区 高島１丁目から５丁目まで

（４丁目15番を除く。）、

祝津及び赤岩 

    高島地区 高島１丁目から５丁目まで

（４丁目15番を除く。）、

祝津及び赤岩 

 

   朝里地区 朝里、朝里川温泉、新光町、

新光及び桜３丁目26番 

    朝里地区 朝里、朝里川温泉、新光町、

新光及び桜３丁目26番 

 

   東小樽地

区 

桜１丁目から５丁目まで

（３丁目26番を除く。）、

船浜町及び望洋台 

    東小樽地

区 

桜１丁目から５丁目まで

（３丁目26番を除く。）、

船浜町及び望洋台 

 

   銭函地区 銭函、見晴町、星野町、桂

岡町、春香町及び張碓町 

    銭函地区 銭函、見晴町、星野町、桂

岡町、春香町及び張碓町 

 

   塩谷地区 塩谷、桃内、忍路及び蘭島     塩谷地区 塩谷、桃内、忍路及び蘭島  

   オタモイ

地区 

オタモイ並びに幸１丁目、

２丁目（別に定める区域を

除く。）、３丁目及び４丁

目 

    オタモイ

地区 

オタモイ並びに幸１丁目、

２丁目（別に定める区域を

除く。）、３丁目及び４丁

目 

 

 室蘭 えとも地絵鞆町、祝津町、小橋内町、  室蘭 えとも地絵鞆町、祝津町、小橋内町、 
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市 区 築地町、港南町及び増市町 市 区 築地町、港南町及び増市町 

   ときわ地

区 

緑町、西小路町、沢町、幕

西町、海岸町、中央町、常

盤町及び清水町 

    ときわ地

区 

緑町、西小路町、沢町、幕

西町、海岸町、中央町、常

盤町及び清水町 

 

   追直地区 幸町、本町、栄町、舟見町、

山手町及び入江町 

    追直地区 幸町、本町、栄町、舟見町、

山手町及び入江町 

 

   母恋地区 新富町、母恋北町及び母恋

南町 

    母恋地区 新富町、母恋北町及び母恋

南町 

 

   御前水・

御崎地区 

茶津町、御前水町及び御崎

町 

    御前水・

御崎地区 

茶津町、御前水町及び御崎

町 

 

   輪西地区 輪西町、みゆき町及び大沢

町 

    輪西地区 輪西町、みゆき町及び大沢

町 

 

   東地区 東町、寿町及び日の出町     東地区 東町、寿町及び日の出町  

   中島・八

丁平地区 

中島町、中島本町、宮の森

町（別に定める区域に限

る。）、高平町及び八丁平 

    中島・八

丁平地区 

中島町、中島本町、宮の森

町（別に定める区域に限

る。）、高平町及び八丁平 

 

   宮知地区 知利別町及び宮の森町（別

に定める区域を除く。） 

    宮知地区 知利別町及び宮の森町（別

に定める区域を除く。） 

 

   東明地区 水元町、天神町及び高砂町     東明地区 水元町、天神町及び高砂町  

   本輪西地

区 

本輪西町、港北町、神代町、

柏木町、幌萌町及び香川町 

    本輪西地

区 

本輪西町、港北町、神代町、

柏木町、幌萌町及び香川町 

 

   本室蘭校

地区 

崎守町、陣屋町、石川町及

び白鳥台 

    本室蘭校

地区 

崎守町、陣屋町、石川町及

び白鳥台 

 

 釧路

市 

橋南東部

地区 

紫雲台、春採１丁目から６

丁目まで及び興津１丁目 

  釧路

市 

橋南東部

地区 

紫雲台、春採１丁目から６

丁目まで及び興津１丁目 

 

   橋南地区 南大通、大町、入舟、港町、

幣舞町、富士見、柏木町、

千歳町及び千代ノ浦 

    橋南地区 南大通、大町、入舟、港町、

幣舞町、富士見、柏木町、

千歳町及び千代ノ浦 

 

   橋南南部

地区 

宮本、浦見、弥生、米町、

知人町及び弁天ヶ浜 

    橋南南部

地区 

宮本、浦見、弥生、米町、

知人町及び弁天ヶ浜 

 

   橋南北部

地区 

材木町、城山、住吉、大川

町、鶴ヶ岱及び春湖台 

    橋南北部

地区 

材木町、城山、住吉、大川

町、鶴ヶ岱及び春湖台 

 

   緑ヶ岡地

区 

緑ヶ岡、貝塚及び春採７丁

目（13番及び14番に限る。）

    緑ヶ岡地

区 

緑ヶ岡、貝塚及び春採７丁

目（13番及び14番に限る。）

 

   橋北地区 北大通、錦町、末広町、栄

町、川上町、旭町、黒金町、

幸町、浪花町、南浜町、仲

浜町、浜町、海運、宝町及

び寿 

    橋北地区 北大通、錦町、末広町、栄

町、川上町、旭町、黒金町、

幸町、浪花町、南浜町、仲

浜町、浜町、海運、宝町及

び寿 

 

   武佐地区 春採７丁目（13番及び14番

を除く。）及び８丁目（１

番から３番まで及び６番か

ら９番までに限る。）並び

に武佐 

    武佐地区 春採７丁目（13番及び14番

を除く。）及び８丁目（１

番から３番まで及び６番か

ら９番までに限る。）並び

に武佐 

 

   桜ヶ岡地

区 

春採８丁目（１番から３番

まで及び６番から９番まで

を除く。）、興津２丁目か

ら５丁目まで、桜ヶ岡１丁

目から４丁目まで及び５丁

目（５番から12番までに限

る。）並びに益浦１丁目か

ら３丁目まで 

    桜ヶ岡地

区 

春採８丁目（１番から３番

まで及び６番から９番まで

を除く。）、興津２丁目か

ら５丁目まで、桜ヶ岡１丁

目から４丁目まで及び５丁

目（５番から12番までに限

る。）並びに益浦１丁目か

ら３丁目まで 
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   白樺地区 桜ヶ岡５丁目（５番から12

番までを除く。）及び６丁

目から８丁目まで、益浦４

丁目、桂恋、三津浦、高山

並びに白樺台 

    白樺地区 桜ヶ岡５丁目（５番から12

番までを除く。）及び６丁

目から８丁目まで、益浦４

丁目、桂恋、三津浦、高山

並びに白樺台 

 

   共栄東部

地区 

堀川町、双葉町、新富町、

川北町、新釧路町、松浦町、

中島町及び花園町 

    共栄東部

地区 

堀川町、双葉町、新富町、

川北町、新釧路町、松浦町、

中島町及び花園町 

 

   共栄中央

地区 

若松町、共栄大通、白金町、

若竹町、若草町、喜多町、

春日町及び新栄町 

    共栄中央

地区 

若松町、共栄大通、白金町、

若竹町、若草町、喜多町、

春日町及び新栄町 

 

   共栄北部

地区 

新橋大通、新川町、住之江

町、駒場町、川端町、柳町、

暁町及び治水町 

    共栄北部

地区 

新橋大通、新川町、住之江

町、駒場町、川端町、柳町、

暁町及び治水町 

 

   愛国東部

地区 

中園町、光陽町、入江町、

古川町、愛国東及び芦野 

    愛国東部

地区 

中園町、光陽町、入江町、

古川町、愛国東及び芦野 

 

   愛国西部

地区 

東川町、豊川町、愛国、愛

国西及び文苑 

    愛国西部

地区 

東川町、豊川町、愛国、愛

国西及び文苑 

 

   美原地区 美原及び広里     美原地区 美原及び広里  

   鳥取東部

地区 

鳥取大通１丁目から４丁目

まで、鳥取北３丁目及び４

丁目、鳥取南２丁目から４

丁目まで、新富士町並びに

西港１丁目 

    鳥取東部

地区 

鳥取大通１丁目から４丁目

まで、鳥取北３丁目及び４

丁目、鳥取南２丁目から４

丁目まで、新富士町並びに

西港１丁目 

 

   鳥取西部

地区 

鳥取大通５丁目から９丁目

まで、鳥取北５丁目から10

丁目まで、鳥取南５丁目か

ら８丁目まで、鶴野、鶴野

東、中鶴野、音羽、北斗、

桜田、山花及び美濃 

    鳥取西部

地区 

鳥取大通５丁目から９丁目

まで、鳥取北５丁目から10

丁目まで、鳥取南５丁目か

ら８丁目まで、鶴野、鶴野

東、中鶴野、音羽、北斗、

桜田、山花及び美濃 

 

   昭和地区 昭和町、昭和、昭和中央、

昭和北、昭和南、北園及び

安原 

    昭和地区 昭和町、昭和、昭和中央、

昭和北、昭和南、北園及び

安原 

 

   大楽毛地

区 

大楽毛、新野、鶴丘、駒牧、

青山、大楽毛南、星が浦大

通、星が浦北、大楽毛北、

星が浦南、大楽毛西並びに

西港２丁目及び３丁目 

    大楽毛地

区 

大楽毛、新野、鶴丘、駒牧、

青山、大楽毛南、星が浦大

通、星が浦北、大楽毛北、

星が浦南、大楽毛西並びに

西港２丁目及び３丁目 

 

   阿寒地区 阿寒町旭町、阿寒町下舌辛、

阿寒町仲町、阿寒町東舌辛、

阿寒町富士見、阿寒町中央、

阿寒町新町、阿寒町北町、

阿寒町西阿寒、阿寒町北新

町、阿寒町舌辛、阿寒町上

舌辛、阿寒町知茶布、阿寒

町布伏内、阿寒町布伏内南、

阿寒町雄別、阿寒町中阿寒、

阿寒町上阿寒、阿寒町紀ノ

丘、阿寒町下徹別、阿寒町

中徹別、阿寒町徹別中央、

阿寒町東栄、阿寒町東栄南、

阿寒町大正、阿寒町西徹別、

    阿寒地区 阿寒町旭町、阿寒町下舌辛、

阿寒町仲町、阿寒町東舌辛、

阿寒町富士見、阿寒町中央、

阿寒町新町、阿寒町北町、

阿寒町西阿寒、阿寒町北新

町、阿寒町舌辛、阿寒町上

舌辛、阿寒町知茶布、阿寒

町布伏内、阿寒町布伏内南、

阿寒町雄別、阿寒町中阿寒、

阿寒町上阿寒、阿寒町紀ノ

丘、阿寒町下徹別、阿寒町

中徹別、阿寒町徹別中央、

阿寒町東栄、阿寒町東栄南、

阿寒町大正、阿寒町西徹別、
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阿寒町上徹別、阿寒町飽別、

阿寒町蘇牛、阿寒町下仁々

志別、阿寒町中仁々志別、

阿寒町仁々志別、阿寒町上

仁々志別、阿寒町共和、阿

寒町阿寒湖温泉、阿寒町オ

クルシュベ、阿寒町シアン

ヌ、阿寒町シュリコマベツ、

阿寒町チクショベツ、阿寒

町ルベシベ及び阿寒町ワッ

カタンネナイ 

阿寒町上徹別、阿寒町飽別、

阿寒町蘇牛、阿寒町下仁々

志別、阿寒町中仁々志別、

阿寒町仁々志別、阿寒町上

仁々志別、阿寒町共和、阿

寒町阿寒湖温泉、阿寒町オ

クルシュベ、阿寒町シアン

ヌ、阿寒町シュリコマベツ、

阿寒町チクショベツ、阿寒

町ルベシベ及び阿寒町ワッ

カタンネナイ 

   音別地区 音別町音別、音別町音別原

野基線、音別町音別原野北

１線、音別町音別原野第２

基線、音別町音別原野西１

線から西５線まで、音別町

音別原野東１線から東３線

まで、音別町上音別、音別

町カラマンベツ、音別町サ

トンベツ、音別町尺別、音

別町尺別原野、音別町尺別

原野基線、音別町尺別原野

西１線、音別町尺別原野東

１線及び東２線、音別町タ

ンネナイ、音別町チャンベ

ツ、音別町チャンベツ右岸、

音別町直別、音別町直別裏

通、音別町直別停車場通、

音別町直別仲通、音別町直

別原野基線、音別町直別原

野西１線、音別町直別原野

東１線から東４線まで、音

別町シベツ川右岸、音別町

中音別、音別町浪若、音別

町ヌプキベツ、音別町ヌプ

キベツ原野基線、音別町ヌ

プキベツ原野西１線及び西

２線、音別町馬主来、音別

町馬主来原野、音別町ホロ

オンベツ、音別町ムリ、音

別町ムリ原野基線、音別町

ムリ原野第２基線、音別町

ムリ原野西１線、音別町川

東１丁目及び２丁目、音別

町あけぼの１丁目及び２丁

目、音別町朝日１丁目から

３丁目まで、音別町海光１

丁目から３丁目まで、音別

町共栄１丁目及び２丁目、

音別町中園１丁目及び２丁

目、音別町風連１丁目、音

別町緑町１丁目及び２丁

目、音別町本町１丁目から

    音別地区 音別町音別、音別町音別原

野基線、音別町音別原野北

１線、音別町音別原野第２

基線、音別町音別原野西１

線から西５線まで、音別町

音別原野東１線から東３線

まで、音別町上音別、音別

町カラマンベツ、音別町サ

トンベツ、音別町尺別、音

別町尺別原野、音別町尺別

原野基線、音別町尺別原野

西１線、音別町尺別原野東

１線及び東２線、音別町タ

ンネナイ、音別町チャンベ

ツ、音別町チャンベツ右岸、

音別町直別、音別町直別裏

通、音別町直別停車場通、

音別町直別仲通、音別町直

別原野基線、音別町直別原

野西１線、音別町直別原野

東１線から東４線まで、音

別町シベツ川右岸、音別町

中音別、音別町浪若、音別

町ヌプキベツ、音別町ヌプ

キベツ原野基線、音別町ヌ

プキベツ原野西１線及び西

２線、音別町馬主来、音別

町馬主来原野、音別町ホロ

オンベツ、音別町ムリ、音

別町ムリ原野基線、音別町

ムリ原野第２基線、音別町

ムリ原野西１線、音別町川

東１丁目及び２丁目、音別

町あけぼの１丁目及び２丁

目、音別町朝日１丁目から

３丁目まで、音別町海光１

丁目から３丁目まで、音別

町共栄１丁目及び２丁目、

音別町中園１丁目及び２丁

目、音別町風連１丁目、音

別町緑町１丁目及び２丁

目、音別町本町１丁目から
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３丁目まで並びに音別町若

草１丁目 

３丁目まで並びに音別町若

草１丁目 

 帯広

市 

東北 大川町、依田町、大通北１

丁目及び２丁目、大通南１

丁目から８丁目まで、東１

条北１丁目及び２丁目、東

２条から東４条までの北１

丁目から３丁目まで、東５

条から東12条までの北１丁

目及び２丁目、東１条から

東７条までの南１丁目から

８丁目まで、東８条南１丁

目から11丁目まで、東９条

及び東10条の南１丁目から

13丁目まで、東11条南１丁

目から14丁目まで、東12条

南１丁目から16丁目まで、

東13条南２丁目から８丁目

まで、東14条南２丁目から

６丁目まで、東15条南３丁

目から５丁目まで、西１条

北１丁目及び２丁目並びに

西１条南１丁目及び２丁目 

  帯広

市 

東北 大川町、依田町、大通北１

丁目及び２丁目、大通南１

丁目から８丁目まで、東１

条北１丁目及び２丁目、東

２条から東４条までの北１

丁目から３丁目まで、東５

条から東12条までの北１丁

目及び２丁目、東１条から

東７条までの南１丁目から

８丁目まで、東８条南１丁

目から11丁目まで、東９条

及び東10条の南１丁目から

13丁目まで、東11条南１丁

目から14丁目まで、東12条

南１丁目から16丁目まで、

東13条南２丁目から８丁目

まで、東14条南２丁目から

６丁目まで、東15条南３丁

目から５丁目まで、西１条

北１丁目及び２丁目並びに

西１条南１丁目及び２丁目 

 

   東南 大通南９丁目から19丁目ま

で及び27丁目から29丁目ま

で、東１条南９丁目から29

丁目まで、東２条南９丁目

から28丁目まで、東３条か

ら東５条までの南９丁目か

ら27丁目まで、東６条南９

丁目から26丁目まで、東７

条南９丁目から25丁目ま

で、東８条南12丁目から24

丁目まで、東９条南14丁目

から23丁目まで、東10条南

14丁目から20丁目まで並び

に東11条南15丁目から18丁

目まで 

    東南 大通南９丁目から19丁目ま

で及び27丁目から29丁目ま

で、東１条南９丁目から29

丁目まで、東２条南９丁目

から28丁目まで、東３条か

ら東５条までの南９丁目か

ら27丁目まで、東６条南９

丁目から26丁目まで、東７

条南９丁目から25丁目ま

で、東８条南12丁目から24

丁目まで、東９条南14丁目

から23丁目まで、東10条南

14丁目から20丁目まで並び

に東11条南15丁目から18丁

目まで 

 

   中央北 西２条北１丁目から３丁目

まで、西３条北１丁目から

４丁目まで、西４条北１丁

目から６丁目まで、西５条

から西８条までの北１丁目

から９丁目まで、西９条か

ら西14条までの北１丁目か

ら10丁目まで、西15条北１

丁目から９丁目まで、西１

条南３丁目から８丁目ま

で、西２条から西９条まで

の南１丁目から８丁目ま

で、西10条から西12条まで

の南１丁目から６丁目まで

    中央北 西２条北１丁目から３丁目

まで、西３条北１丁目から

４丁目まで、西４条北１丁

目から６丁目まで、西５条

から西８条までの北１丁目

から９丁目まで、西９条か

ら西14条までの北１丁目か

ら10丁目まで、西15条北１

丁目から９丁目まで、西１

条南３丁目から８丁目ま

で、西２条から西９条まで

の南１丁目から８丁目ま

で、西10条から西12条まで

の南１丁目から６丁目まで
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及び西13条から西15条まで

の南１丁目から４丁目まで 

及び西13条から西15条まで

の南１丁目から４丁目まで 

   中央 白樺16条、新町、西１条か

ら西３条までの南９丁目か

ら13丁目まで、西４条及び

西５条の南９丁目から15丁

目まで、西６条から西９条

までの南９丁目から16丁目

まで、西10条南７丁目から

15丁目まで、西11条南９丁

目から15丁目まで、西12条

南７丁目から15丁目まで、

西13条南６丁目から15丁目

まで、西14条南５丁目から

15丁目まで、西15条南６丁

目から16丁目まで並びに西

16条南２丁目及び４丁目 

    中央 白樺16条、新町、西１条か

ら西３条までの南９丁目か

ら13丁目まで、西４条及び

西５条の南９丁目から15丁

目まで、西６条から西９条

までの南９丁目から16丁目

まで、西10条南７丁目から

15丁目まで、西11条南９丁

目から15丁目まで、西12条

南７丁目から15丁目まで、

西13条南６丁目から15丁目

まで、西14条南５丁目から

15丁目まで、西15条南６丁

目から16丁目まで並びに西

16条南２丁目及び４丁目 

 

   中央南 公園東町、大通南20丁目か

ら26丁目まで、西１条南14

丁目から29丁目まで、西２

条及び西３条の南14丁目か

ら30丁目まで、西４条南16

丁目から31丁目まで、西５

条南16丁目から30丁目ま

で、西６条南17丁目から30

丁目まで、西７条南18丁目

から30丁目まで、西８条か

ら西11条までの南24丁目か

ら30丁目まで並びに西12条

南24丁目から34丁目まで 

    中央南 公園東町、大通南20丁目か

ら26丁目まで、西１条南14

丁目から29丁目まで、西２

条及び西３条の南14丁目か

ら30丁目まで、西４条南16

丁目から31丁目まで、西５

条南16丁目から30丁目ま

で、西６条南17丁目から30

丁目まで、西７条南18丁目

から30丁目まで、西８条か

ら西11条までの南24丁目か

ら30丁目まで並びに西12条

南24丁目から34丁目まで 

 

   緑東 字緑ヶ丘、緑ヶ丘１条通か

ら３条通までの１丁目から

６丁目まで、緑ヶ丘７丁目

から９丁目まで、緑ヶ丘東

通西、緑ヶ丘東通東、西７

条及び西15条の南17丁目、

西８条及び西９条の南17丁

目から19丁目まで、西10条

南16丁目から20丁目まで、

西11条南16丁目から19丁目

まで、西12条南16丁目から

18丁目まで、西13条及び西

14条の南16丁目及び17丁

目、西16条南５丁目及び６

丁目、西17条南４丁目から

６丁目まで並びに南町（別

に定める区域に限る） 

    緑東 字緑ヶ丘、緑ヶ丘１条通か

ら３条通までの１丁目から

６丁目まで、緑ヶ丘７丁目

から９丁目まで、緑ヶ丘東

通西、緑ヶ丘東通東、西７

条及び西15条の南17丁目、

西８条及び西９条の南17丁

目から19丁目まで、西10条

南16丁目から20丁目まで、

西11条南16丁目から19丁目

まで、西12条南16丁目から

18丁目まで、西13条及び西

14条の南16丁目及び17丁

目、西16条南５丁目及び６

丁目、西17条南４丁目から

６丁目まで並びに南町（別

に定める区域に限る） 

 

   緑西 自由が丘及び西18条から西

20条までの南４丁目から６

丁目まで 

    緑西 自由が丘及び西18条から西

20条までの南４丁目から６

丁目まで 

 

   柏栄 柏林台、西15条南５丁目、

西16条北１丁目から３丁目

    柏栄 柏林台、西15条南５丁目、

西16条北１丁目から３丁目
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まで、西16条南１丁目、西

17条北１丁目から４丁目ま

で、西18条北１丁目（別に

定める区域に限る。）、西

18条北２丁目から４丁目ま

で、西17条南１丁目及び３

丁目並びに西19条北３丁目 

まで、西16条南１丁目、西

17条北１丁目から４丁目ま

で、西18条北１丁目（別に

定める区域に限る。）、西

18条北２丁目から４丁目ま

で、西17条南１丁目及び３

丁目並びに西19条北３丁目 

   西北 西18条北１丁目（別に定め

る区域を除く。）、西19条

北１丁目及び２丁目、西20

条から西23条までの北１丁

目から５丁目まで、西24条

北１丁目から４丁目まで、

西25条北１丁目から３丁目

まで並びに西18条から西25

条までの南１丁目及び２丁

目 

    西北 西18条北１丁目（別に定め

る区域を除く。）、西19条

北１丁目及び２丁目、西20

条から西23条までの北１丁

目から５丁目まで、西24条

北１丁目から４丁目まで、

西25条北１丁目から３丁目

まで並びに西18条から西25

条までの南１丁目及び２丁

目 

 

   西南 西18条から西20条までの南

３丁目及び西21条から西25

条までの南３丁目から６丁

目まで 

    西南 西18条から西20条までの南

３丁目及び西21条から西25

条までの南３丁目から６丁

目まで 

 

   文教 稲田町、南町（別に定める

区域を除く）、空港南町南

９線、清流、大通南30丁目

から34丁目まで、東１条南

30丁目、東２条南29丁目及

び30丁目、東３条及び東４

条の南28丁目及び29丁目、

西１条南30丁目から33丁目

まで、35丁目及び36丁目、

西２条及び西３条の南31丁

目から38丁目まで、西４条

南32丁目から38丁目まで、

西５条南31丁目から41丁目

まで、西６条から西11条ま

での南31丁目から34丁目ま

で及び39丁目から41丁目ま

で、西12条南39丁目から41

丁目まで、西13条南27丁目

から36丁目まで及び39丁目

から41丁目まで、西14条南

28丁目から37丁目まで及び

39丁目から41丁目まで、西

15条南28丁目から41丁目ま

で、西16条から西18条まで

の南27丁目から41丁目まで

並びに西19条南35丁目から

42丁目まで 

    文教 稲田町、南町（別に定める

区域を除く）、空港南町南

９線、清流、大通南30丁目

から34丁目まで、東１条南

30丁目、東２条南29丁目及

び30丁目、東３条及び東４

条の南28丁目及び29丁目、

西１条南30丁目から33丁目

まで、35丁目及び36丁目、

西２条及び西３条の南31丁

目から38丁目まで、西４条

南32丁目から38丁目まで、

西５条南31丁目から41丁目

まで、西６条から西11条ま

での南31丁目から34丁目ま

で及び39丁目から41丁目ま

で、西12条南39丁目から41

丁目まで、西13条南27丁目

から36丁目まで及び39丁目

から41丁目まで、西14条南

28丁目から37丁目まで及び

39丁目から41丁目まで、西

15条南28丁目から41丁目ま

で、西16条から西18条まで

の南35丁目から41丁目まで

並びに西19条南35丁目から

42丁目まで 

 

   帯広の森 大空町、空港南町及び南の

森 

    帯広の森 大空町、空港南町及び南の

森 

 

   大正 愛国町、以平町、幸福町、

桜木町、昭和町、泉町、大

    大正 愛国町、以平町、幸福町、

桜木町、昭和町、泉町、大
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正町、大正本町及び中島町 正町、大正本町及び中島町 

   川西 岩内町、基松町、広野町、

上清川町、上帯広町、清川

町、川西町、太平町、拓成

町、八千代町、美栄町、富

士町、別府町及び豊西町 

    川西 岩内町、基松町、広野町、

上清川町、上帯広町、清川

町、川西町、太平町、拓成

町、八千代町、美栄町、富

士町、別府町及び豊西町 

 

 北見

市 

第１ 小泉、春光町、並木町、柏

陽町、文京町、曙町及びひ

かり野 

  北見

市 

第１ 小泉、春光町、並木町、柏

陽町、文京町、曙町及びひ

かり野 

 

   第２ 大通東６丁目から９丁目ま

で、北１条から北４条まで

の東６丁目から９丁目ま

で、北５条東６丁目、大町、

公園町、高砂町、青葉町、

三楽町、東陵町及び昭和 

    第２ 大通東６丁目から９丁目ま

で、北１条から北４条まで

の東６丁目から９丁目ま

で、北５条東６丁目、大町、

公園町、高砂町、青葉町、

三楽町、東陵町及び昭和 

 

   第３ 花月町、清見町、寿町、幸

町、北斗町、美芳町、中央

町、番場町、三住町、美山

町東、美山町西及び美山町

南 

    第３ 花月町、清見町、寿町、幸

町、北斗町、美芳町、中央

町、番場町、三住町、美山

町東、美山町西及び美山町

南 

 

   第４ 北進町、緑ヶ丘、高栄西町、

高栄東町及び若葉 

    第４ 北進町、緑ヶ丘、高栄西町、

高栄東町及び若葉 

 

   第５ とん田西町、栄町、西富町、

光西町、東三輪、中央三輪、

西三輪、大正、卸町、緑町、

桂町及び双葉町 

    第５ とん田西町、栄町、西富町、

光西町、東三輪、中央三輪、

西三輪、大正、卸町、緑町、

桂町及び双葉町 

 

   第６ 本町、常盤町、とん田東町、

南丘、北光、光葉町、花園

町、川沿町、北央町、新生

町、広明町、末広町、錦町

及び無加川町 

    第６ 本町、常盤町、とん田東町、

南丘、北光、光葉町、花園

町、川沿町、北央町、新生

町、広明町、末広町、錦町

及び無加川町 

 

   第７ 田端町、朝日町、桜町、泉

町、清月町、南町、中ノ島

町、南仲町、若松及び川東 

    第７ 田端町、朝日町、桜町、泉

町、清月町、南町、中ノ島

町、南仲町、若松及び川東 

 

   第８ 大通東１丁目から５丁目ま

で、北１条から北５条まで

の東１丁目から５丁目ま

で、北６条東２丁目から４

丁目まで、北７条東１丁目

及び４丁目、北８条及び北

９条の東１丁目から４丁目

まで、北10条及び北11条の

東２丁目から４丁目まで、

大通西１丁目から６丁目ま

で、北１条から北３条まで

の西１丁目から６丁目ま

で、北４条から北６条まで

の西１丁目から７丁目ま

で、北７条西１丁目、２丁

目及び４丁目から６丁目ま

で、北８条西１丁目並びに

山下町 

    第８ 大通東１丁目から５丁目ま

で、北１条から北５条まで

の東１丁目から５丁目ま

で、北６条東２丁目から４

丁目まで、北７条東１丁目

及び４丁目、北８条及び北

９条の東１丁目から４丁目

まで、北10条及び北11条の

東２丁目から４丁目まで、

大通西１丁目から６丁目ま

で、北１条から北３条まで

の西１丁目から６丁目ま

で、北４条から北６条まで

の西１丁目から７丁目ま

で、北７条西１丁目、２丁

目及び４丁目から６丁目ま

で、北８条西１丁目並びに

山下町 
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   第９ 開成、北上、常川、上とこ

ろ、広郷及び豊地 

    第９ 開成、北上、常川、上とこ

ろ、広郷及び豊地 

 

   第10 大和、仁頃町、北陽、上仁

頃及び美里 

    第10 大和、仁頃町、北陽、上仁

頃及び美里 

 

   第11 相内町、東相内町、美園、

豊田、西相内、住吉、本沢、

柏木及び富里 

    第11 相内町、東相内町、美園、

豊田、西相内、住吉、本沢、

柏木及び富里 

 

   第12 留辺蘂町旭１区、留辺蘂町

旭北、留辺蘂町旭公園、留

辺蘂町旭３区、留辺蘂町旭

中央、留辺蘂町旭西、留辺

蘂町旭東、留辺蘂町旭南、

留辺蘂町東町、留辺蘂町泉、

留辺蘂町大富、留辺蘂町温

根湯温泉、留辺蘂町金華、

留辺蘂町上町、留辺蘂町川

北、留辺蘂町厚和、留辺蘂

町栄町、留辺蘂町昭栄、留

辺蘂町滝の湯、留辺蘂町富

岡、留辺蘂町豊金、留辺蘂

町仲町、留辺蘂町花丘、留

辺蘂町花園、留辺蘂町平里、

留辺蘂町富士見、留辺蘂町

松山、留辺蘂町丸山、留辺

蘂町瑞穂、留辺蘂町宮下町、

留辺蘂町元町及び留辺蘂町

大和 

    第12 留辺蘂町旭１区、留辺蘂町

旭北、留辺蘂町旭公園、留

辺蘂町旭３区、留辺蘂町旭

中央、留辺蘂町旭西、留辺

蘂町旭東、留辺蘂町旭南、

留辺蘂町東町、留辺蘂町泉、

留辺蘂町大富、留辺蘂町温

根湯温泉、留辺蘂町金華、

留辺蘂町上町、留辺蘂町川

北、留辺蘂町厚和、留辺蘂

町栄町、留辺蘂町昭栄、留

辺蘂町滝の湯、留辺蘂町富

岡、留辺蘂町豊金、留辺蘂

町仲町、留辺蘂町花丘、留

辺蘂町花園、留辺蘂町平里、

留辺蘂町富士見、留辺蘂町

松山、留辺蘂町丸山、留辺

蘂町瑞穂、留辺蘂町宮下町、

留辺蘂町元町及び留辺蘂町

大和 

 

   第13 端野町端野、端野町一区、

端野町二区、端野町三区、

端野町川向、端野町協和、

端野町緋牛内、端野町忠志、

端野町豊実及び端野町北登 

    第13 端野町端野、端野町一区、

端野町二区、端野町三区、

端野町川向、端野町協和、

端野町緋牛内、端野町忠志、

端野町豊実及び端野町北登 

 

   第14 常呂町字岐阜、常呂町字共

立、常呂町字栄浦、常呂町

字常呂、常呂町字土佐、常

呂町字富丘、常呂町字豊川、

常呂町字登、常呂町字東浜、

常呂町字日吉、常呂町字福

山及び常呂町字吉野 

    第14 常呂町字岐阜、常呂町字共

立、常呂町字栄浦、常呂町

字常呂、常呂町字土佐、常

呂町字富丘、常呂町字豊川、

常呂町字登、常呂町字東浜、

常呂町字日吉、常呂町字福

山及び常呂町字吉野 

 

 夕張

市 

第１地区 住初、社光、本町１丁目か

ら６丁目まで、昭和、旭町、

末広１丁目及び２丁目、鹿

の谷１丁目から３丁目ま

で、鹿の谷東丘町、鹿の谷

山手町、富野、常磐、日吉、

若菜、平和並びに千代田 

  夕張

市 

第１地区 住初、社光、本町１丁目か

ら６丁目まで、昭和、旭町、

末広１丁目及び２丁目、鹿

の谷１丁目から３丁目ま

で、鹿の谷東丘町、鹿の谷

山手町、富野、常磐、日吉、

若菜、平和並びに千代田 

 

   第２地区 清水沢１丁目から３丁目ま

で、南清水沢１丁目から４

丁目まで、清水沢清栄町、

清水沢宮前町、清水沢清陵

町、清水沢清湖町、南部住

の江町、南部岳見町、南部

    第２地区 清水沢１丁目から３丁目ま

で、南清水沢１丁目から４

丁目まで、清水沢清栄町、

清水沢宮前町、清水沢清陵

町、清水沢清湖町、南部住

の江町、南部岳見町、南部
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幌南町、南部遠幌町、南部

夕南町、南部若美町、南部

大宮町、南部新光町、南部

東町、南部菊水町及び南部

青葉町 

幌南町、南部遠幌町、南部

夕南町、南部若美町、南部

大宮町、南部新光町、南部

東町、南部菊水町及び南部

青葉町 

   第３地区 沼ノ沢、真谷地、楓、紅葉

山、登川及び滝ノ上 

    第３地区 沼ノ沢、真谷地、楓、紅葉

山、登川及び滝ノ上 

 

 岩見

沢市 

第１方面 １条東１丁目から17丁目ま

で、２条東１丁目から18丁

目まで、３条東１丁目から

３丁目までのうち別に定め

る区域、３条東４丁目及び

７丁目から14丁目まで、４

条東５丁目から16丁目ま

で、５条東５丁目から８丁

目まで及び10丁目から16丁

目まで、６条東６丁目から

14丁目まで、７条東５丁目

から９丁目までのうち別に

定める区域、７条東10丁目、

１条及び２条の西１丁目、

３条西１丁目（別に定める

区域に限る。）、元町１条

及び元町２条の西１丁目及

び２丁目、元町１条及び元

町２条の東１丁目から９丁

目まで、元町３条東４丁目

及び５丁目、北本町西１丁

目から３丁目まで、北本町

東１丁目から10丁目まで、

日の出北１丁目（別に定め

る区域に限る。）、２丁目

（別に定める区域に限る。）

及び３丁目並びに東町１条

及び東町２条の１丁目 

  岩見

沢市 

第１方面 １条東１丁目から17丁目ま

で、２条東１丁目から18丁

目まで、３条東１丁目から

３丁目までのうち別に定め

る区域、３条東４丁目及び

７丁目から14丁目まで、４

条東５丁目から16丁目ま

で、５条東５丁目から８丁

目まで及び10丁目から16丁

目まで、６条東６丁目から

14丁目まで、７条東５丁目

から９丁目までのうち別に

定める区域、７条東10丁目、

１条及び２条の西１丁目、

３条西１丁目（別に定める

区域に限る。）、元町１条

及び元町２条の西１丁目及

び２丁目、元町１条及び元

町２条の東１丁目から９丁

目まで、元町３条東４丁目

及び５丁目、北本町西１丁

目から３丁目まで、北本町

東１丁目から10丁目まで、

日の出北１丁目（別に定め

る区域に限る。）、２丁目

（別に定める区域に限る。）

及び３丁目並びに東町１条

及び東町２条の１丁目 

 

   第２方面 ３条東１丁目から３丁目ま

でのうち別に定める区域、

４条及び５条の東１丁目か

ら４丁目まで、６条東１丁

目から５丁目まで、７条東

１丁目から４丁目まで及び

５丁目から９丁目までのう

ち別に定める区域、７条東

11丁目、８条東１丁目から

６丁目まで及び10丁目、９

条東１丁目、２丁目及び５

丁目から９丁目まで、10条

東１丁目から７丁目まで、

11条及び12条の東１丁目、

３条西１丁目（別に定める

区域を除く。）、４条及び

５条の西１丁目、６条西１

    第２方面 ３条東１丁目から３丁目ま

でのうち別に定める区域、

４条及び５条の東１丁目か

ら４丁目まで、６条東１丁

目から５丁目まで、７条東

１丁目から４丁目まで及び

５丁目から９丁目までのう

ち別に定める区域、７条東

11丁目、８条東１丁目から

６丁目まで及び10丁目、９

条東１丁目、２丁目及び５

丁目から９丁目まで、10条

東１丁目から７丁目まで、

11条及び12条の東１丁目、

３条西１丁目（別に定める

区域を除く。）、４条及び

５条の西１丁目、６条西１
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丁目及び２丁目から７丁目

までのうち別に定める区

域、７条から９条までの西

１丁目から10丁目まで、10

条から12条までの西１丁目

から５丁目まで、13条西１

丁目から３丁目まで及び５

丁目、鳩が丘１丁目、２丁

目、３丁目（別に定める区

域に限る。）及び４丁目（別

に定める区域に限る。）並

びに並木町（別に定める区

域に限る。） 

丁目及び２丁目から７丁目

までのうち別に定める区

域、７条から９条までの西

１丁目から10丁目まで、10

条から12条までの西１丁目

から５丁目まで、13条西１

丁目から３丁目まで及び５

丁目、鳩が丘１丁目、２丁

目、３丁目（別に定める区

域に限る。）及び４丁目（別

に定める区域に限る。）、

日の出町（別に定める区域

に限る。）並びに並木町（別

に定める区域に限る。） 

   第３方面 １条西２丁目から14丁目ま

で、２条西２丁目から16丁

目まで、３条及び４条の西

２丁目から18丁目まで、５

条西２丁目から19丁目ま

で、６条西２丁目から７丁

目までのうち別に定める区

域、６条西８丁目から20丁

目まで、７条西11丁目から

22丁目まで、８条及び９条

の西11丁目から23丁目ま

で、10条西18丁目から23丁

目まで、大和１条１丁目か

ら９丁目まで、大和２条２

丁目から９丁目まで、大和

３条３丁目から９丁目ま

で、大和４条４丁目から８

丁目まで、有明町南並びに

大和町 

    第３方面 １条西２丁目から14丁目ま

で、２条西２丁目から16丁

目まで、３条及び４条の西

２丁目から18丁目まで、５

条西２丁目から19丁目ま

で、６条西２丁目から７丁

目までのうち別に定める区

域、６条西８丁目から20丁

目まで、７条西11丁目から

22丁目まで、８条及び９条

の西11丁目から23丁目ま

で、10条西18丁目から23丁

目まで、大和１条１丁目か

ら９丁目まで、大和２条２

丁目から９丁目まで、大和

３条３丁目から９丁目ま

で、大和４条４丁目から８

丁目まで、有明町南並びに

大和町 

 

   第４方面 南町１条から南町６条まで

の１丁目及び２丁目、南町

７条から南町９条までの１

丁目から５丁目まで、美園

１条から美園４条までの１

丁目から８丁目まで、美園

５条２丁目から８丁目ま

で、美園６条６丁目から８

丁目まで、美園７条８丁目、

駒園１丁目から９丁目ま

で、南町並びに並木町（別

に定める区域を除く。） 

    第４方面 南町１条から南町６条まで

の１丁目及び２丁目、南町

７条から南町９条までの１

丁目から５丁目まで、美園

１条から美園４条までの１

丁目から８丁目まで、美園

５条２丁目から８丁目ま

で、美園６条６丁目から８

丁目まで、美園７条８丁目、

駒園１丁目から９丁目ま

で、南町並びに並木町（別

に定める区域を除く。） 

 

   第５方面 緑が丘１丁目から６丁目ま

で、春日町１丁目から４丁

目まで、鳩が丘３丁目（別

に定める区域を除く。）及

び４丁目（別に定める区域

を除く。）、東山１丁目か

ら10丁目まで、緑が丘、総

    第５方面 緑が丘１丁目から６丁目ま

で、春日町１丁目から４丁

目まで、鳩が丘３丁目（別

に定める区域を除く。）及

び４丁目（別に定める区域

を除く。）、東山１丁目か

ら10丁目まで、緑が丘、総
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合公園、東山町並びに志文

町（別に定める区域に限

る。） 

合公園、東山町並びに志文

町（別に定める区域に限

る。） 

   第６方面 北１条西２丁目、３丁目、

11丁目及び13丁目から20丁

目まで、北２条西２丁目か

ら20丁目まで、北３条西３

丁目から20丁目まで、北４

条西４丁目から20丁目ま

で、北５条西６丁目から20

丁目まで、北６条西16丁目

から20丁目まで、桜木１条

１丁目から７丁目まで、緑

町１丁目から７丁目まで、

有明町中央、若松町、峰延

町、大願町、稔町並びに西

川町 

    第６方面 北１条西２丁目、３丁目、

11丁目及び13丁目から20丁

目まで、北２条西２丁目か

ら20丁目まで、北３条西３

丁目から20丁目まで、北４

条西４丁目から20丁目ま

で、北５条西６丁目から20

丁目まで、北６条西16丁目

から20丁目まで、桜木１条

１丁目から７丁目まで、緑

町１丁目から７丁目まで、

有明町中央、若松町、峰延

町、大願町、稔町並びに西

川町 

 

   第７方面 ３条東16丁目から18丁目ま

で、４条及び５条の東17丁

目及び18丁目、栄町１丁目

から８丁目まで、東町１条

及び東町２条の２丁目から

８丁目まで、東町並びに岡

山町 

    第７方面 ３条東16丁目から18丁目ま

で、４条及び５条の東17丁

目及び18丁目、栄町１丁目

から８丁目まで、東町１条

及び東町２条の２丁目から

８丁目まで、東町並びに岡

山町 

 

   第８方面 ７条東12丁目から14丁目ま

で、８条東11丁目及び12丁

目、日の出北１丁目（別に

定める区域を除く。）、２

丁目（別に定める区域を除

く。）及び４丁目、日の出

南１丁目から４丁目まで、

日の出台１丁目から10丁目

まで、かえで町１丁目から

８丁目まで、若駒１丁目か

ら３丁目まで、日の出町並

びに宝水町 

    第８方面 ７条東12丁目から14丁目ま

で、８条東11丁目及び12丁

目、日の出北１丁目（別に

定める区域を除く。）、２

丁目（別に定める区域を除

く。）及び４丁目、日の出

南１丁目から４丁目まで、

日の出台１丁目から10丁目

まで、かえで町１丁目から

８丁目まで、若駒１丁目か

ら３丁目まで、日の出町（別

に定める区域を除く。）並

びに宝水町 

 

   第９方面 上幌向北１条及び上幌向南

１条の１丁目から６丁目ま

で、上幌向南２条５丁目か

ら９丁目まで、上幌向南３

条６丁目及び７丁目、幌向

北１条及び幌向北２条の１

丁目から７丁目まで、幌向

南１条から幌向南３条まで

の１丁目から５丁目まで、

幌向南４条１丁目から４丁

目まで、幌向南５条１丁目、

上幌向町、御茶の水町、幌

向町、中幌向町並びに双葉

町 

    第９方面 上幌向北１条及び上幌向南

１条の１丁目から６丁目ま

で、上幌向南２条５丁目か

ら９丁目まで、上幌向南３

条６丁目及び７丁目、幌向

北１条及び幌向北２条の１

丁目から７丁目まで、幌向

南１条から幌向南３条まで

の１丁目から５丁目まで、

幌向南４条１丁目から４丁

目まで、幌向南５条１丁目、

上幌向町、御茶の水町、幌

向町、中幌向町並びに双葉

町 

 

   第10方面 志文本町１条から志文本町     第10方面 志文本町１条から志文本町  
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３条までの１丁目から６丁

目まで、志文本町４条及び

志文本町５条の１丁目から

５丁目まで、ふじ町１条及

びふじ町２条の１丁目から

７丁目まで、金子町、下志

文町、志文町（別に定める

区域を除く。）、上志文町、

朝日町、清水町、奈良町並

びに毛陽町 

３条までの１丁目から６丁

目まで、志文本町４条及び

志文本町５条の１丁目から

５丁目まで、ふじ町１条及

びふじ町２条の１丁目から

７丁目まで、金子町、下志

文町、志文町（別に定める

区域を除く。）、上志文町、

朝日町、清水町、奈良町並

びに毛陽町 

   第11方面 北村豊正、北村豊里、北村

北都、北村中央、北村美唄

達布、北村幌達布、北村砂

浜、北村赤川、北村栄町、

北村大願及び北村中小屋 

    第11方面 北村豊正、北村豊里、北村

北都、北村中央、北村美唄

達布、北村幌達布、北村砂

浜、北村赤川、北村栄町、

北村大願及び北村中小屋 

 

   第12方面 栗沢町本町、栗沢町南本町、

栗沢町北本町、栗沢町東本

町、栗沢町西本町、栗沢町

幸穂町、栗沢町砺波、栗沢

町栗部、栗沢町耕成、栗沢

町北斗、栗沢町自協、栗沢

町越前、栗沢町南幸穂、栗

沢町北幸穂、栗沢町必成、

栗沢町小西、栗沢町岐阜、

栗沢町栗丘、栗沢町加茂川、

栗沢町最上、栗沢町由良、

栗沢町上幌、栗沢町茂世丑、

栗沢町宮村、栗沢町美流渡

本町、栗沢町美流渡末広町、

栗沢町美流渡東栄町、栗沢

町美流渡錦町、栗沢町美流

渡栄町、栗沢町美流渡吉野

町、栗沢町美流渡南町、栗

沢町美流渡西町、栗沢町美

流渡若葉町、栗沢町美流渡

桜町、栗沢町美流渡緑町、

栗沢町美流渡楓町、栗沢町

美流渡東町、栗沢町万字仲

町、栗沢町万字曙町、栗沢

町万字幸町、栗沢町万字大

平、栗沢町万字巴町、栗沢

町万字睦町、栗沢町万字英

町、栗沢町万字寿町、栗沢

町万字旭町、栗沢町万字西

原町、栗沢町万字錦町、栗

沢町万字二見町及び栗沢町

西万字 

    第12方面 栗沢町本町、栗沢町南本町、

栗沢町北本町、栗沢町東本

町、栗沢町西本町、栗沢町

幸穂町、栗沢町砺波、栗沢

町栗部、栗沢町耕成、栗沢

町北斗、栗沢町自協、栗沢

町越前、栗沢町南幸穂、栗

沢町北幸穂、栗沢町必成、

栗沢町小西、栗沢町岐阜、

栗沢町栗丘、栗沢町加茂川、

栗沢町最上、栗沢町由良、

栗沢町上幌、栗沢町茂世丑、

栗沢町宮村、栗沢町美流渡

本町、栗沢町美流渡末広町、

栗沢町美流渡東栄町、栗沢

町美流渡錦町、栗沢町美流

渡栄町、栗沢町美流渡吉野

町、栗沢町美流渡南町、栗

沢町美流渡西町、栗沢町美

流渡若葉町、栗沢町美流渡

桜町、栗沢町美流渡緑町、

栗沢町美流渡楓町、栗沢町

美流渡東町、栗沢町万字仲

町、栗沢町万字曙町、栗沢

町万字幸町、栗沢町万字大

平、栗沢町万字巴町、栗沢

町万字睦町、栗沢町万字英

町、栗沢町万字寿町、栗沢

町万字旭町、栗沢町万字西

原町、栗沢町万字錦町、栗

沢町万字二見町及び栗沢町

西万字 

 

 網走

市 

第１地区 南１条から南14条まで、錦

町、台町１丁目から３丁目

まで及び桂町１丁目から５

丁目まで 

  網走

市 

第１地区 南１条から南14条まで、錦

町、台町１丁目から３丁目

まで及び桂町１丁目から５

丁目まで 

 

   第２地区 北１条から北12条まで、海     第２地区 北１条から北12条まで、海  
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岸町、緑町、新町１丁目か

ら３丁目まで、三眺、大曲

１丁目及び２丁目、字大曲、

向陽ヶ丘１丁目から７丁目

まで、向陽ヶ丘、明治、二

ツ岩、美岬、天都山並びに

呼人 

岸町、緑町、新町１丁目か

ら３丁目まで、三眺、大曲

１丁目及び２丁目、字大曲、

向陽ヶ丘１丁目から７丁目

まで、向陽ヶ丘、明治、二

ツ岩、美岬、天都山並びに

呼人 

   第３地区 駒場南１丁目から８丁目ま

で、駒場北１丁目から６丁

目まで、つくしヶ丘１丁目

から６丁目まで、潮見１丁

目から11丁目まで、字潮見

及び八坂 

    第３地区 駒場南１丁目から８丁目ま

で、駒場北１丁目から６丁

目まで、つくしヶ丘１丁目

から６丁目まで、潮見１丁

目から11丁目まで、字潮見

及び八坂 

 

   第４地区 二見ヶ岡、越歳、嘉多山、

卯原内、平和及び能取 

    第４地区 二見ヶ岡、越歳、嘉多山、

卯原内、平和及び能取 

 

   第５地区 鱒浦１丁目から５丁目ま

で、字鱒浦、藻琴、山里、

稲富、豊郷、中園、昭和、

北浜（２番及び７番に限

る。）及び東網走 

    第５地区 鱒浦１丁目から５丁目ま

で、字鱒浦、藻琴、山里、

稲富、豊郷、中園、昭和、

北浜（２番及び７番に限

る。）及び東網走 

 

   第６地区 北浜（２番及び７番を除

く。）、丸万、実豊、音根

内、浦士別、栄及び清浦 

    第６地区 北浜（２番及び７番を除

く。）、丸万、実豊、音根

内、浦士別、栄及び清浦 

 

 留萌

市 

西部地区 大町、港町、幸町、本町、

宮園町、寿町、明元町、瀬

越町、見晴町１丁目から３

丁目まで、旭町、泉町及び

錦町 

  留萌

市 

西部地区 大町、港町、幸町、本町、

宮園町、寿町、明元町、瀬

越町、見晴町１丁目から３

丁目まで、旭町、泉町及び

錦町 

 

   南部地区 礼受町、浜中町、沖見町、

見晴町４丁目から６丁目ま

で及び平和台 

    南部地区 礼受町、浜中町、沖見町、

見晴町４丁目から６丁目ま

で及び平和台 

 

   北部地区 元町、春日町、塩見町、三

泊町、栄町、開運町、末広

町、花園町、住之江町、千

鳥町、野本町及び船場町 

    北部地区 元町、春日町、塩見町、三

泊町、栄町、開運町、末広

町、花園町、住之江町、千

鳥町、野本町及び船場町 

 

   東部地区 元川町、東雲町、緑ヶ丘町、

南町、潮静、大和田、藤山

町、幌糠町、峠下町、堀川

町、五十嵐町、高砂町及び

樽真布町 

    東部地区 元川町、東雲町、緑ヶ丘町、

南町、潮静、大和田、藤山

町、幌糠町、峠下町、堀川

町、五十嵐町、高砂町及び

樽真布町 

 

 苫小

牧市 

中央地区 錦町、表町１丁目及び２丁

目、王子町１丁目（別に定

める区域に限る。）、２丁

目及び３丁目（別に定める

区域に限る。）、寿町、本

町、本幸町、幸町、栄町、

高砂町並びに大町 

  苫小

牧市 

中央地区 錦町、表町１丁目及び２丁

目、王子町１丁目（別に定

める区域に限る。）、２丁

目及び３丁目（別に定める

区域に限る。）、寿町、本

町、本幸町、幸町、栄町、

高砂町並びに大町 

 

   南地区 旭町、港町、末広町及び汐

見町 

    南地区 旭町、港町、末広町及び汐

見町 

 

   東地区 一本松町、晴海町、船見町、

入船町、新中野町、元中野

町、表町３丁目から６丁目

    東地区 一本松町、晴海町、船見町、

入船町、新中野町、元中野

町、表町３丁目から６丁目
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まで、若草町並びに王子町

１丁目（別に定める区域を

除く。）及び３丁目（別に

定める区域を除く。） 

まで、若草町並びに王子町

１丁目（別に定める区域を

除く。）及び３丁目（別に

定める区域を除く。） 

   西地区 浜町、元町１丁目、２丁目

及び３丁目（別に定める区

域に限る。）、矢代町、白

金町並びに弥生町 

    西地区 浜町、元町１丁目、２丁目

及び３丁目（別に定める区

域に限る。）、矢代町、白

金町並びに弥生町 

 

   大成地区 新富町、大成町、青葉町及

び元町３丁目（別に定める

区域を除く。） 

    大成地区 新富町、大成町、青葉町及

び元町３丁目（別に定める

区域を除く。） 

 

   山手地区 山手町、北光町及び高丘（別

に定める区域に限る。） 

    山手地区 山手町、北光町及び高丘（別

に定める区域に限る。） 

 

   花園地区 花園町、啓北町、見山町及

び松風町 

    花園地区 花園町、啓北町、見山町及

び松風町 

 

   緑ヶ丘地

区 

清水町、春日町、緑町及び

木場町 

    緑ヶ丘地

区 

清水町、春日町、緑町及び

木場町 

 

   双葉地区 双葉町、音羽町、住吉町、

三光町５丁目（別に定める

区域を除く。）、泉町（別

に定める区域を除く。）及

び高丘（別に定める区域に

限る。） 

    双葉地区 双葉町、音羽町、住吉町、

三光町５丁目（別に定める

区域を除く。）、泉町（別

に定める区域を除く。）及

び高丘（別に定める区域に

限る。） 

 

   鉄北地区 日の出町、三光町１丁目か

ら４丁目まで、５丁目（別

に定める区域に限る。）及

び６丁目、美園町、泉町（別

に定める区域に限る。）並

びに高丘（別に定める区域

に限る。） 

    鉄北地区 日の出町、三光町１丁目か

ら４丁目まで、５丁目（別

に定める区域に限る。）及

び６丁目、美園町、泉町（別

に定める区域に限る。）並

びに高丘（別に定める区域

に限る。） 

 

   北地区 新明町、明野新町、柳町、

新開町、あけぼの町及び明

野元町 

    北地区 新明町、明野新町、柳町、

新開町、あけぼの町及び明

野元町 

 

   北沼地区 植苗、美沢、拓勇西町、拓

勇東町、北栄町、ウトナイ

北及びウトナイ南 

    北沼地区 植苗、美沢、沼ノ端（別に

定める区域に限る。）、拓

勇西町、拓勇東町、北栄町

及び沼ノ端中央 

 

   沼勇地区 沼ノ端（別に定める区域に

限る。）、沼ノ端中央、柏

原、勇払及び東開町 

    勇払地区 沼ノ端（別に定める区域を

除く。）、勇払及び東開町 

 

   糸井地区 小糸井町、有明町、日吉町、

永福町、糸井（別に定める

区域に限る。）及び光洋町 

    糸井地区 小糸井町、有明町、日吉町、

永福町、糸井（別に定める

区域に限る。）及び光洋町 

 

   豊川地区 有珠の沢町、豊川町、桜木

町、日新町１丁目及び６丁

目、糸井（別に定める区域

に限る。）、高丘（別に定

める区域に限る。）並びに

桜坂町 

    豊川地区 有珠の沢町、豊川町、桜木

町、日新町１丁目、２丁目、

５丁目（別に定める区域を

除く。）及び６丁目、糸井

（別に定める区域に限

る。）、高丘（別に定める

区域に限る。）並びに桜坂

町 

 

   しらかばしらかば町、日新町２丁目、    しらかばしらかば町、日新町３丁目、 
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地区 ３丁目、４丁目及び５丁目

並びに糸井（別に定める区

域に限る。） 

地区 ４丁目及び５丁目（別に定

める区域に限る。）、川沿

町並びに糸井（別に定める

区域に限る。） 

   柏木地区 川沿町、柏木町、はまなす

町、宮の森町及び糸井（別

に定める区域に限る。） 

       

   北新地区 ときわ町及び澄川町     北新地区 柏木町、ときわ町、澄川町、

宮の森町、糸井（別に定め

る区域に限る。）及びはま

なす町 

 

   錦岡東地

区 

のぞみ町、美原町、明徳町

１丁目及び４丁目並びに錦

岡（別に定める区域に限

る。） 

    錦岡東地

区 

のぞみ町、美原町、明徳町

１丁目及び４丁目並びに錦

岡（別に定める区域に限

る。） 

 

   錦岡西地

区 

明徳町２丁目及び３丁目、

青雲町、もえぎ町、宮前町、

錦岡（別に定める区域を除

く。）、樽前、北星町及び

錦西町 

    錦岡西地

区 

明徳町２丁目及び３丁目、

青雲町、もえぎ町、宮前町、

錦岡（別に定める区域を除

く。）並びに樽前 

 

 稚内

市 

稚内市北

地区 

北５、北栄、北７、日吉、

恵比須、稚恵、今恵、ノシ

ャップ、近布、冨士見、西

浜、抜海、クトネベツ、上

勇知及び下勇知 

  稚内

市 

稚内市北

地区 

北５、北栄、北７、日吉、

恵比須、稚恵、今恵、ノシ

ャップ、近布、冨士見、西

浜、抜海、クトネベツ、上

勇知及び下勇知 

 

   稚内市中

央地区 

南１、南２、南３、南４、

北１、北２、北３、北４、

中央、南５、南６、港５、

大黒１及び末広 

    稚内市中

央地区 

南１、南２、南３、南４、

北１、北２、北３、北４、

中央、南５、南６、港５、

大黒１及び末広 

 

   稚内市南

地区 

緑１、緑ヶ丘、緑第２、ひ

かり、ひばり、こまどり、

さくらヶ丘、大黒２、大黒

３、白樺及び栄 

    稚内市南

地区 

緑１、緑ヶ丘、緑第２、ひ

かり、ひばり、こまどり、

さくらヶ丘、大黒２、大黒

３、白樺及び栄 

 

   稚内市東

地区 

潮見第２、萩見、はまなす、

仲好、富岡、声問、朝日及

び更喜苦内 

    稚内市東

地区 

潮見第２、萩見、はまなす、

仲好、富岡、声問、朝日及

び更喜苦内 

 

   稚内市天

北地区 

恵北（旧幕別）、樺岡、沼

川、川西、曙、川南、豊別、

天興、曲淵、上声問及び増

幌 

    稚内市天

北地区 

恵北（旧幕別）、樺岡、沼

川、川西、曙、川南、豊別、

天興、曲淵、上声問及び増

幌 

 

   稚内市宗

谷地区 

富磯、宗谷、清浜、宗谷岬

及び東浦 

    稚内市宗

谷地区 

富磯、宗谷、清浜、宗谷岬

及び東浦 

 

 美唄

市 

第１方面

地区 

南美唄及び進徳町（別に定

める区域に限る。） 

  美唄

市 

第１方面

地区 

南美唄及び進徳町（別に定

める区域に限る。） 

 

   第２方面

地区 

盤の沢町、我路町（旧東美

唄を含む。）、落合町、共

練町、東明条丁目、東３条

から東８条までの北１丁目

から８丁目まで及び９丁目

（別に定める区域に限る。）

並びに東５条から東８条ま

での南１丁目から５丁目ま

    第２方面

地区 

盤の沢町、我路町（旧東美

唄を含む。）、落合町、共

練町、東明条丁目、東３条

から東８条までの北１丁目

から８丁目まで及び９丁目

（別に定める区域に限る。）

並びに東５条から東８条ま

での南１丁目から５丁目ま
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で及び６丁目（別に定める

区域に限る。） 

で及び６丁目（別に定める

区域に限る。） 

   第３方面

地区 

東北条丁目、東南条丁目、

西北条丁目及び西南条丁目

（東３条から東８条までの

北１丁目から８丁目まで及

び９丁目（別に定める区域

に限る。）、東５条から東

８条の南１丁目から５丁目

まで及び６丁目（別に定め

る区域に限る。）、東１条

から東３条まで及び西１条

から西４条までの北１丁目

から８丁目まで及び９丁目

（別に定める区域に限る。）

並びに函館本線以西の南１

丁目から６丁目まで及び７

丁目（別に定める区域に限

る。）を除く。） 

    第３方面

地区 

東北条丁目、東南条丁目、

西北条丁目及び西南条丁目

（東３条から東８条までの

北１丁目から８丁目まで及

び９丁目（別に定める区域

に限る。）、東５条から東

８条の南１丁目から５丁目

まで及び６丁目（別に定め

る区域に限る。）、東１条

から東３条まで及び西１条

から西４条までの北１丁目

から８丁目まで及び９丁目

（別に定める区域に限る。）

並びに函館本線以西の南１

丁目から６丁目まで及び７

丁目（別に定める区域に限

る。）を除く。） 

 

   第４方面

地区 

峰延町、光珠内町、豊葦町、

一心町、進徳町（別に定め

る区域を除く。）、西美唄

町、上美唄町、開発、北美

唄町（別に定める区域に限

る。）並びに函館本線以西

の南１丁目から南６丁目及

び７丁目（別に定める区域

に限る。） 

    第４方面

地区 

峰延町、光珠内町、豊葦町、

一心町、進徳町（別に定め

る区域を除く。）、西美唄

町、上美唄町、開発、北美

唄町（別に定める区域に限

る。）並びに函館本線以西

の南１丁目から南６丁目及

び７丁目（別に定める区域

に限る。） 

 

   第５方面

地区 

沼の内町、癸巳町、茶志内

町、日東町、中村町、北美

唄町（別に定める区域を除

く。）並びに東１条から東

３条まで及び西１条から西

４条までの北１丁目から８

丁目まで及び９丁目（別に

定める区域に限る。） 

    第５方面

地区 

沼の内町、癸巳町、茶志内

町、日東町、中村町、北美

唄町（別に定める区域を除

く。）並びに東１条から東

３条まで及び西１条から西

４条までの北１丁目から８

丁目まで及び９丁目（別に

定める区域に限る。） 

 

 芦別

市 

本町地区 南１条西１丁目、南１条東

１丁目及び２丁目、南２条

及び南３条の東１丁目から

３丁目まで、北１条西１丁

目及び２丁目、北１条東１

丁目及び２丁目、北２条西

１丁目から３丁目まで、北

２条東１丁目及び２丁目、

北３条西１丁目から３丁目

まで、北３条東１丁目及び

２丁目、北４条西１丁目か

ら４丁目まで、北４条東１

丁目、北５条西１丁目から

５丁目まで、北５条東１丁

目及び２丁目、北６条西１

丁目から５丁目まで、北６

  芦別

市 

本町地区 南１条西１丁目、南１条東

１丁目及び２丁目、南２条

及び南３条の東１丁目から

３丁目まで、北１条西１丁

目及び２丁目、北１条東１

丁目及び２丁目、北２条西

１丁目から３丁目まで、北

２条東１丁目及び２丁目、

北３条西１丁目から３丁目

まで、北３条東１丁目及び

２丁目、北４条西１丁目か

ら４丁目まで、北４条東１

丁目、北５条西１丁目から

５丁目まで、北５条東１丁

目及び２丁目、北６条西１

丁目から５丁目まで、北６
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条東１丁目、北７条西２丁

目から６丁目まで、本町、

高根町、旭町並びに旭町油

谷 

条東１丁目、北７条西２丁

目から６丁目まで、本町、

高根町、旭町並びに旭町油

谷 

   西芦別地

区 

西芦別町、中の丘町、緑泉

町、頼城町、川岸、東頼城

町及び芦別 

    西芦別地

区 

西芦別町、中の丘町、緑泉

町、頼城町、川岸、東頼城

町及び芦別 

 

   上芦別地

区 

上芦別町、野花南町、泉及

び滝里町 

    上芦別地

区 

上芦別町、野花南町、泉及

び滝里町 

 

   常盤地区 常磐町、福住町、黄金町、

豊岡町及び新城町 

    常盤地区 常磐町、福住町、黄金町、

豊岡町及び新城町 

 

 江別

市 

江別西地

区 

緑町東１丁目から４丁目ま

で、緑町西１丁目から３丁

目まで、王子、一番町、弥

生町、高砂町、向ヶ丘、元

町及び若草町 

  江別

市 

江別西地

区 

緑町東１丁目から４丁目ま

で、緑町西１丁目から３丁

目まで、王子、一番町、弥

生町、高砂町、向ヶ丘、元

町及び若草町 

 

   江別北地

区 

元江別本町、牧場町、元江

別、見晴台、工栄町、対雁、

いずみ野、美原、篠津、中

島、八幡及び角山 

    江別北地

区 

元江別本町、牧場町、元江

別、見晴台、工栄町、対雁、

いずみ野、美原、篠津、中

島、八幡及び角山 

 

   江別南地

区 

１条１丁目から３丁目ま

で、２条及び３条の１丁目

から６丁目まで、４条及び

５条の１丁目から７丁目ま

で、６条５丁目から８丁目

まで、７条６丁目から８丁

目まで、８条７丁目及び８

丁目、萩ヶ岡、上江別東町、

上江別西町、上江別南町、

上江別、ゆめみ野東町並び

にゆめみ野南町 

    江別南地

区 

１条１丁目から３丁目ま

で、２条及び３条の１丁目

から６丁目まで、４条及び

５条の１丁目から７丁目ま

で、６条５丁目から８丁目

まで、７条６丁目から８丁

目まで、８条７丁目及び８

丁目、萩ヶ岡、上江別東町、

上江別西町、上江別南町、

上江別、ゆめみ野東町並び

にゆめみ野南町 

 

   江別東地

区 

東光町、朝日町、あけぼの

町、江別太、豊幌、大川通、

豊幌花園町、豊幌美咲町、

豊幌はみんぐ町、萌えぎ野

西、萌えぎ野中央及び萌え

ぎ野東 

    江別東地

区 

東光町、朝日町、あけぼの

町、江別太、豊幌、大川通、

豊幌花園町、豊幌美咲町、

豊幌はみんぐ町、萌えぎ野

西、萌えぎ野中央及び萌え

ぎ野東 

 

   野幌北地

区 

野幌町、幸町、錦町、中央

町、元野幌、野幌美幸町、

野幌屯田町、野幌寿町、野

幌代々木町、野幌住吉町、

野幌末広町、野幌松並町及

び新栄台 

    野幌北地

区 

野幌町、幸町、錦町、中央

町、元野幌、野幌美幸町、

野幌屯田町、野幌寿町、野

幌代々木町、野幌住吉町、

野幌末広町、野幌松並町及

び新栄台 

 

   野幌南地

区 

野幌東町、東野幌本町、野

幌若葉町、緑ヶ丘、東野幌

町、東野幌、西野幌及びあ

さひが丘 

    野幌南地

区 

野幌東町、東野幌本町、野

幌若葉町、緑ヶ丘、東野幌

町、東野幌、西野幌及びあ

さひが丘 

 

   大麻東地

区 

大麻新町、大麻泉町、大麻

南樹町、大麻晴美町、大麻

栄町、大麻北町、大麻園町、

大麻東町及び大麻高町 

    大麻東地

区 

大麻新町、大麻泉町、大麻

南樹町、大麻晴美町、大麻

栄町、大麻北町、大麻園町、

大麻東町及び大麻高町 

 

   大麻西地大麻元町、大麻、大麻宮町、    大麻西地大麻元町、大麻、大麻宮町、 
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区 大麻中町、大麻沢町、大麻

西町、大麻扇町、大麻桜木

町及び大麻ひかり町 

区 大麻中町、大麻沢町、大麻

西町、大麻扇町、大麻桜木

町及び大麻ひかり町 

   文京台地

区 

文京台、文京台東町、文京

台緑町及び文京台南町 

    文京台地

区 

文京台、文京台東町、文京

台緑町及び文京台南町 

 

 赤平

市 

赤平市 赤平市一円   赤平

市 

赤平市 赤平市一円  

 紋別

市 

中央地区 港町、新港町、本町、幸町、

南が丘町、花園町及び弁天

町 

  紋別

市 

中央地区 港町、新港町、本町、幸町、

南が丘町、花園町及び弁天

町 

 

   東地区 大山町、緑町、新生、海洋

公園、元紋別、小向、沼の

上、弘道、八十士、志文、

藻別、上藻別、上鴻之舞、

鴻之舞、鴻之舞栄町、鴻之

舞末広町、鴻之舞住吉町、

鴻之舞元町、鴻之舞喜楽町、

鴻之舞旭町、鴻之舞金竜町、

鴻之舞泉町、上渚滑町、上

渚滑町下渚滑、上渚滑町中

渚滑、上渚滑町上東、上渚

滑町更正、上渚滑町奥東、

上渚滑町和訓辺、上渚滑町

下立牛、上渚滑町中立牛、

上渚滑町上立牛及び上渚滑

町上古丹 

    東地区 大山町、緑町、新生、海洋

公園、元紋別、小向、沼の

上、弘道、八十士、志文、

藻別、上藻別、上鴻之舞、

鴻之舞、鴻之舞栄町、鴻之

舞末広町、鴻之舞住吉町、

鴻之舞元町、鴻之舞喜楽町、

鴻之舞旭町、鴻之舞金竜町、

鴻之舞泉町、上渚滑町、上

渚滑町下渚滑、上渚滑町中

渚滑、上渚滑町上東、上渚

滑町更正、上渚滑町奥東、

上渚滑町和訓辺、上渚滑町

下立牛、上渚滑町中立牛、

上渚滑町上立牛及び上渚滑

町上古丹 

 

   西地区 潮見町、落石町、真砂町、

北浜町、渚滑町、渚滑町元

新１丁目から５丁目まで、

渚滑町元新、渚滑町川向、

渚滑町元西及び渚滑町宇

津々 

    西地区 潮見町、落石町、真砂町、

北浜町、渚滑町、渚滑町元

新１丁目から５丁目まで、

渚滑町元新、渚滑町川向、

渚滑町元西及び渚滑町宇

津々 

 

 士別

市 

士別市 士別市一円   士別

市 

士別市 士別市一円  

 名寄

市 

東地区 ２区、３区、10区、11区、

西12区、東12区、13区、北

新区、北斗区、新北斗区、

旭東区、旭東北区、旭栄区

及び日進区 

  名寄

市 

東地区 ２区、３区、10区、11区、

西12区、東12区、13区、北

新区、北斗区、新北斗区、

旭東区、旭東北区、旭栄区

及び日進区 

 

   西地区 １区、４区、北５区、南５

区、６区、西町区、西町２

区、西町３区、麻生区、豊

栄区、共和区、弥生区、曙

区、砺波区、内渕区及び瑞

穂区 

    西地区 １区、４区、北５区、南５

区、６区、西町区、西町２

区、西町３区、麻生区、豊

栄区、共和区、弥生区、曙

区、砺波区、内渕区及び瑞

穂区 

 

   南地区 ７区、８区、９区、14区、

15区、16区、18区、鉄道区、

徳田区、旭ヶ丘区、南ヶ丘

区、高見区、緑丘区、日影

区及び朝日区 

    南地区 ７区、８区、９区、14区、

15区、16区、18区、鉄道区、

徳田区、旭ヶ丘区、南ヶ丘

区、高見区、緑丘区、日影

区及び朝日区 

 

   北地区 17区、19区、20区、21区、

寺町区、栄町区、大野区、

    北地区 17区、19区、20区、21区、

寺町区、栄町区、大野区、
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大橋区、南工区及び智恵文 大橋区、南工区及び智恵文 

   風連地区 風連町     風連地区 風連町  

 三笠

市 

三笠市 三笠市一円   三笠

市 

三笠市 三笠市一円  

 根室

市 

根室市 根室市一円   根室

市 

根室市 根室市一円  

 千歳

市 

第１地区 本町、平和、東雲町、朝日

町、真々地、真町、栄町、

千代田町、幸町及び清水町 

  千歳

市 

第１地区 本町、平和、東雲町、朝日

町、真々地及び真町 

 

   第２地区 末広、高台、花園、稲穂及

び北栄（別に定める区域に

限る。） 

    第２地区 清水町、幸町、千代田町、

栄町及び北栄（別に定める

区域に限る。） 

 

   第３地区 錦町、春日町、緑町、大和、

桂木、蘭越、支笏湖温泉、

幌美内、モラップ及び新星 

    第３地区 錦町、春日町、緑町、大和、

桂木、蘭越、支笏湖温泉、

幌美内、モラップ及び新星 

 

   第４地区 青葉、青葉丘、梅ヶ丘（別

に定める区域に限る。）、

住吉、日の出丘、日の出、

東郊、豊里及び流通（別に

定める区域に限る。） 

    第４地区 青葉、青葉丘、梅ヶ丘（別

に定める区域に限る。）、

住吉、日の出丘、日の出、

東郊、豊里及び流通（別に

定める区域に限る。） 

 

   第５地区 根志越（別に定める区域に

限る。）、清流、幸福、富

岡、あずさ及び北信濃（別

に定める区域を除く。） 

    第５地区 末広、花園、高台、稲穂、

根志越（別に定める区域に

限る。）、清流及び幸福 

 

   第６地区 北栄（別に定める区域を除

く。）、新富、信濃、富士

及び北信濃（別に定める区

域に限る。） 

    第６地区 北栄（別に定める区域を除

く。）、新富、信濃、富士

及び北信濃（別に定める区

域に限る。） 

 

   第７地区 北斗、自由ヶ丘、北信濃（別

に定める区域に限る。）、

桜木及び上長都（別に定め

る区域に限る。） 

    第７地区 北斗、自由ヶ丘、北信濃（別

に定める区域に限る。）、

桜木及び上長都（別に定め

る区域に限る。） 

 

   第８地区 北光、北陽、長都駅前、長

都、都、釜加、上長都（別

に定める区域を除く。）、

あずさ、勇舞、みどり台北

及びみどり台南 

    第８地区 富丘、北信濃（別に定める

区域に限る。）、北光、北

陽、長都駅前、長都、都、

釜加、上長都（別に定める

区域を除く。）、あずさ、

勇舞、みどり台北及びみど

り台南 

 

   第９地区 中央、泉郷、協和、新川、

幌加及び東丘 

    第９地区 中央、泉郷、協和、新川、

幌加及び東丘 

 

   第10地区 若草、白樺、里美、柏陽、

福住、文京及び泉沢 

    第10地区 若草、白樺、里美、柏陽、

福住、文京及び泉沢 

 

   第11地区 梅ヶ丘（別に定める区域を

除く。）、弥生、寿、旭ヶ

丘、根志越（別に定める区

域を除く。）、祝梅、駒里、

流通（別に定める区域を除

く。）及び美々 

    第11地区 梅ヶ丘（別に定める区域を

除く。）、弥生、寿、旭ヶ

丘、根志越（別に定める区

域を除く。）、祝梅、駒里、

流通（別に定める区域を除

く。）及び美々 

 

 砂川

市 

砂川市 砂川市一円   砂川

市 

砂川市 砂川市一円  

 滝川 東地区 本町、大町、緑町、東町及   滝川 東地区 本町、大町、緑町、東町及  
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市 び流通団地 市 び流通団地 

   中地区 一の坂町、朝日町、文京町、

幸町（別に定める区域に限

る。）、泉町（別に定める

区域に限る。）、黄金町（別

に定める区域に限る。）及

び南滝の川（別に定める区

域に限る。） 

    中地区 一の坂町、朝日町、文京町、

幸町（別に定める区域に限

る。）、泉町（別に定める

区域に限る。）、黄金町（別

に定める区域に限る。）及

び南滝の川（別に定める区

域に限る。） 

 

   北地区 黄金町（別に定める区域を

除く。）、二の坂町、泉町

（別に定める区域に限

る。）、北滝の川、滝の川

町、南滝の川（別に定める

区域を除く。）、屯田町、

東滝川及び東滝川町 

    北地区 黄金町（別に定める区域を

除く。）、二の坂町、泉町

（別に定める区域に限

る。）、北滝の川、滝の川

町、南滝の川（別に定める

区域を除く。）、屯田町、

東滝川及び東滝川町 

 

   南地区 中島町、明神町、栄町、花

月町、空知町及び新町 

    南地区 中島町、明神町、栄町、花

月町、空知町及び新町 

 

   西地区 有明町、西町、幸町（別に

定める区域を除く。）、扇

町、泉町（別に定める区域

に限る。）及び西滝川 

    西地区 有明町、西町、幸町（別に

定める区域を除く。）、扇

町、泉町（別に定める区域

に限る。）及び西滝川 

 

   江部乙地

区 

江部乙町     江部乙地

区 

江部乙町  

 歌志

内市 

歌志内市 歌志内市一円   歌志

内市 

歌志内市 歌志内市一円  

 深川

市 

深川地区 １条から９条までの１番か

ら９番まで、緑町、西町、

文光町、錦町、太子町、新

光町１丁目から３丁目ま

で、深川町字メム、深川町

字オーホ、開西町１丁目か

ら３丁目まで、錦町北及び

錦町西 

  深川

市 

深川地区 １条から９条までの１番か

ら９番まで、緑町、西町、

文光町、錦町、太子町、新

光町１丁目から３丁目ま

で、深川町字メム、深川町

字オーホ、開西町１丁目か

ら３丁目まで、錦町北及び

錦町西 

 

   一已地区 １条から３条までの10番か

ら27番まで、４条から９条

までの10番から26番まで、

北光町１丁目から３丁目ま

で、一已町字一已、あけぼ

の町並びに稲穂町１丁目及

び２丁目 

    一已地区 １条から３条までの10番か

ら27番まで、４条から９条

までの10番から26番まで、

北光町１丁目から３丁目ま

で、一已町字一已、あけぼ

の町並びに稲穂町１丁目及

び２丁目 

 

   音江地区 音江町字菊丘、音江町字吉

住、音江町字更進、音江町

字内園、音江町字国見、音

江町字音江、音江町字広里、

音江町字豊泉、音江町字向

陽、音江町字稲田、音江町

１丁目及び２丁目並びに広

里町１丁目から５丁目まで 

    音江地区 音江町字菊丘、音江町字吉

住、音江町字更進、音江町

字内園、音江町字国見、音

江町字音江、音江町字広里、

音江町字豊泉、音江町字向

陽、音江町字稲田、音江町

１丁目及び２丁目並びに広

里町１丁目から５丁目まで 

 

   納内地区 納内町字納内、納内町北、

納内町２丁目及び３丁目並

びに納内町グリーンタウン 

    納内地区 納内町字納内、納内町北、

納内町２丁目及び３丁目並

びに納内町グリーンタウン 

 

   多度志地多度志、多度志南、湯内、     多度志地多度志、多度志南、湯内、  
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区 宇摩、ウッカ、幌内及び鷹

泊 

区 宇摩、ウッカ、幌内及び鷹

泊 

 富良

野市 

富良野市 富良野市一円   富良

野市 

富良野市 富良野市一円  

 登別

市 

登別地区 カルルス町、上登別町、登

別温泉町、中登別町、登別

東町、登別本町、登別港町

及び富浦町 

  登別

市 

登別地区 カルルス町、上登別町、登

別温泉町、中登別町、登別

東町、登別本町、登別港町

及び富浦町 

 

   中央東地

区 

千歳町、新栄町、札内町、

来馬町、幌別町、中央町、

常盤町及び幸町 

    中央東地

区 

千歳町、新栄町、札内町、

来馬町、幌別町、中央町、

常盤町及び幸町 

 

   中央西地

区 

柏木町、富士町、片倉町、

新川町及び鉱山町 

    中央西地

区 

柏木町、富士町、片倉町、

新川町及び鉱山町 

 

   鷲別地区 栄町（別に定める区域に限

る。）及び鷲別町 

    鷲別地区 栄町（別に定める区域に限

る。）及び鷲別町 

 

   緑陽地区 桜木町、緑町、川上町、青

葉町、若山町、栄町（別に

定める区域を除く。）、富

岸町、新生町及び大和町 

    緑陽地区 桜木町、緑町、川上町、青

葉町、若山町、栄町（別に

定める区域を除く。）、富

岸町、新生町及び大和町 

 

   美園・若

草地区 

若草町、美園町及び上鷲別

町 

    美園・若

草地区 

若草町、美園町及び上鷲別

町 

 

 恵庭

市 

和光地区 相生町、緑町、住吉町、駒

場町、戸磯、恵南、和光町

及び黄金南（別に定める区

域に限る。） 

  恵庭

市 

和光地区 相生町、緑町、住吉町、駒

場町、戸磯、恵南、和光町

及び黄金南（別に定める区

域に限る。） 

 

   恵庭地区 末広町、栄恵町、泉町、桜

町、本町、京町、新町、黄

金北、白樺町、福住町、漁

町、黄金南（別に定める区

域を除く。）及び黄金中央 

    恵庭地区 末広町、栄恵町、泉町、桜

町、本町、京町、新町、黄

金北、白樺町、福住町、漁

町、黄金南（別に定める区

域を除く。）及び黄金中央 

 

   柏地区 有明町、大町、文京町、牧

場、恵央町、柏木町、柏陽

町、北柏木町、幸町、美咲

野及び盤尻 

    柏地区 有明町、大町、文京町、牧

場、恵央町、柏木町、柏陽

町、北柏木町、幸町、美咲

野及び盤尻 

 

   島松地区 島松本町、島松仲町、島松

東町、漁太、春日、中央、

島松沢、西島松、南島松、

中島松、下島松、穂栄、北

島、島松旭町、島松寿町、

林田及び上山口 

    島松地区 島松本町、島松仲町、島松

東町、漁太、春日、中央、

島松沢、西島松、南島松、

中島松、下島松、穂栄、北

島、島松旭町、島松寿町、

林田、上山口及び恵み野里

美 

 

   恵み野地

区 

恵み野東、恵み野西、恵み

野南、恵み野北、恵み野里

美及び中島町 

    恵み野地

区 

恵み野東、恵み野西、恵み

野南、恵み野北及び中島町 

 

 伊達

市 

伊達市西

地区 

東有珠町、南有珠町、北有

珠町、向有珠町、有珠町、

長和町、上長和町、若生町、

大平町、山下町、西浜町及

び館山下町 

  伊達

市 

伊達市西

地区 

東有珠町、南有珠町、北有

珠町、向有珠町、有珠町、

長和町、上長和町、若生町、

大平町、山下町、西浜町及

び館山下町 

 

   伊達市南

地区 

旭町、鹿島町、錦町、網代

町、元町、大町、梅本町（別

に定める区域に限る。）、

    伊達市南

地区 

旭町、鹿島町、錦町、網代

町、元町、大町、梅本町（別

に定める区域に限る。）、
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末永町（別に定める区域に

限る。）、舟岡町（別に定

める区域に限る。）及び東

浜町 

末永町（別に定める区域に

限る。）、舟岡町（別に定

める区域に限る。）及び東

浜町 

   伊達市北

地区 

梅本町（別に定める区域を

除く。）、末永町（別に定

める区域を除く。）、松ヶ

枝町（別に定める区域に限

る。）、竹原町、館山町、

西関内町、東関内町、喜門

別町、志門気町、上館山町

及び乾町 

    伊達市北

地区 

梅本町（別に定める区域を

除く。）、末永町（別に定

める区域を除く。）、松ヶ

枝町（別に定める区域に限

る。）、竹原町、館山町、

西関内町、東関内町、喜門

別町、志門気町、上館山町

及び乾町 

 

   伊達市東

地区 

松ヶ枝町（別に定める区域

を除く。）、舟岡町（別に

定める区域を除く。）、清

住町、萩原町、弄月町、幌

美内町、北稀府町、中稀府

町、南稀府町、北黄金町及

び南黄金町 

    伊達市東

地区 

松ヶ枝町（別に定める区域

を除く。）、舟岡町（別に

定める区域を除く。）、清

住町、萩原町、弄月町、幌

美内町、北稀府町、中稀府

町、南稀府町、北黄金町及

び南黄金町 

 

   大滝地区 大滝区     大滝地区 大滝区  

 北広

島市 

東部・西

の里地区 

稲穂町、朝日町、美沢、共

栄、共栄町、東共栄、富ヶ

岡、新富町、中の沢、北の

里、南の里、東の里、中央、

美咲き野、西の里、西の里

北、西の里東、虹ヶ丘及び

西の里南 

  北広

島市 

東部・西

の里地区 

稲穂町、朝日町、美沢、共

栄、共栄町、東共栄、富ヶ

岡、新富町、中の沢、北の

里、南の里、東の里、中央、

美咲き野、西の里、西の里

北、西の里東、虹ヶ丘及び

西の里南 

 

   大曲・西

部地区 

大曲、大曲柏葉、大曲南ヶ

丘、大曲中央、大曲工業団

地、大曲末広、大曲緑ヶ丘、

大曲光、大曲並木、大曲幸

町、輪厚、輪厚中央、輪厚

元町、希望ヶ丘、島松、三

島、仁別及び輪厚工業団地 

    大曲・西

部地区 

大曲、大曲柏葉、大曲南ヶ

丘、大曲中央、大曲工業団

地、大曲末広、大曲緑ヶ丘、

大曲光、大曲並木、大曲幸

町、輪厚、輪厚中央、輪厚

元町、希望ヶ丘、島松、三

島、仁別及び輪厚工業団地 

 

   北広島団

地地区 

広葉町、栄町、輝美町、北

進町、若葉町、南町、青葉

町、白樺町、高台町、里見

町、泉町、松葉町、緑陽町

及び山手町 

    北広島団

地地区 

広葉町、栄町、輝美町、北

進町、若葉町、南町、青葉

町、白樺町、高台町、里見

町、泉町、松葉町、緑陽町

及び山手町 

 

 石狩

市 

石狩地区 親船町、横町、船場町、弁

天町、本町、仲町、新町、

浜町、若生町、八幡町、八

幡町大曲、八幡町若生、八

幡町来札、八幡町高岡、八

幡町高岡地蔵沢、八幡町高

岡シップ、八幡町俊別、八

幡町シララトカリ、八幡町

シップ、八幡町シップ中島、

八幡町五の沢、生振、花畔

（354番地を除く。）、花川

東、親船東１条から親船東

３条までの１丁目及び２丁

  石狩

市 

石狩地区 親船町、横町、船場町、弁

天町、本町、仲町、新町、

浜町、若生町、八幡町、八

幡町大曲、八幡町若生、八

幡町来札、八幡町高岡、八

幡町高岡地蔵沢、八幡町高

岡シップ、八幡町俊別、八

幡町シララトカリ、八幡町

シップ、八幡町シップ中島、

八幡町五の沢、生振、花畔

（354番地を除く。）、花川

東、親船東１条から親船東

３条までの１丁目及び２丁
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目、花川北６条１丁目から

３丁目まで及び５丁目、花

川北７条１丁目から３丁目

まで、花川東１条１丁目か

ら４丁目まで、花川東２条

１丁目から３丁目まで、新

港中央及び新港東の１丁目

から４丁目まで、新港西及

び新港南の１丁目から３丁

目まで、緑ケ原１丁目及び

２丁目、若生、八幡１丁目

から５丁目まで、緑苑台東

１条及び緑苑台東２条の１

丁目及び２丁目、緑苑台東

３条及び緑苑台中央の１丁

目から３丁目まで、緑苑台

西１条２丁目及び３丁目、

緑苑台西２条３丁目、志美、

北生振、美登位、花畔１条

１丁目及び２丁目並びに花

畔２条から花畔４条までの

１丁目 

目、花川北６条１丁目から

３丁目まで及び５丁目、花

川北７条１丁目から３丁目

まで、花川東１条１丁目か

ら４丁目まで、花川東２条

１丁目から３丁目まで、新

港中央及び新港東の１丁目

から４丁目まで、新港西及

び新港南の１丁目から３丁

目まで、緑ケ原１丁目及び

２丁目、若生、八幡１丁目

から５丁目まで、緑苑台東

１条及び緑苑台東２条の１

丁目及び２丁目、緑苑台東

３条及び緑苑台中央の１丁

目から３丁目まで、緑苑台

西１条２丁目及び３丁目、

緑苑台西２条３丁目、志美、

北生振、美登位、花畔１条

１丁目及び２丁目並びに花

畔２条から花畔４条までの

１丁目 

   花川北地

区 

花川北１条１丁目から３丁

目まで、花川北２条及び花

川北３条の１丁目から６丁

目まで、花川北４条１丁目

から５丁目まで、花川北５

条１丁目から３丁目まで並

びに花川北６条４丁目 

    花川北地

区 

花川北１条１丁目から３丁

目まで、花川北２条及び花

川北３条の１丁目から６丁

目まで、花川北４条１丁目

から５丁目まで、花川北５

条１丁目から３丁目まで並

びに花川北６条４丁目 

 

   花川南第

１地区 

花川北１条４丁目から６丁

目まで、花川南１条及び花

川南２条の１丁目から６丁

目まで、花川南３条１丁目

から５丁目まで、花川南４

条１丁目から６丁目まで、

花川及び花畔354番地 

    花川南第

１地区 

花川北１条４丁目から６丁

目まで、花川南１条及び花

川南２条の１丁目から６丁

目まで、花川南３条１丁目

から５丁目まで、花川南４

条１丁目から６丁目まで、

花川及び花畔354番地 

 

   花川南第

２地区 

樽川、花川南５条１丁目か

ら６丁目まで、花川南６条

から花川南９条までの１丁

目から５丁目まで、花川南

10条１丁目から４丁目まで

及び樽川３条から樽川９条

までの１丁目から３丁目ま

で 

    花川南第

２地区 

樽川、花川南５条１丁目か

ら６丁目まで、花川南６条

から花川南９条までの１丁

目から５丁目まで、花川南

10条１丁目から４丁目まで

及び樽川３条から樽川９条

までの１丁目から３丁目ま

で 

 

   厚田地区 厚田区濃昼、浜益区濃昼、

厚田区安瀬、厚田区厚田、

厚田区別狩、厚田区小谷、

厚田区押琴、厚田区古潭、

厚田区嶺泊、厚田区望来、

厚田区聚富及び厚田区虹が

原 

    厚田地区 厚田区濃昼、浜益区濃昼、

厚田区安瀬、厚田区厚田、

厚田区別狩、厚田区小谷、

厚田区押琴、厚田区古潭、

厚田区嶺泊、厚田区望来、

厚田区聚富及び厚田区虹が

原 

 

   浜益地区 浜益区浜益、浜益区群別、     浜益地区 浜益区浜益、浜益区群別、  
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浜益区幌、浜益区床丹、浜

益区千代志別、浜益区雄冬、

浜益区川下、浜益区毘砂別、

浜益区柏木、浜益区実田、

浜益区御料地及び浜益区送

毛 

浜益区幌、浜益区床丹、浜

益区千代志別、浜益区雄冬、

浜益区川下、浜益区毘砂別、

浜益区柏木、浜益区実田、

浜益区御料地及び浜益区送

毛 

 北斗

市 

北斗市第

１ 

七重浜及び追分   北斗

市 

北斗市第

１ 

七重浜及び追分  

   北斗市第

２ 

久根別、東浜、中央、中野

通、中野、清川及び野崎 

    北斗市第

２ 

久根別、東浜、中央、中野

通、中野、清川及び野崎 

 

   北斗市第

３ 

飯生、押上、大工川、戸切

地、常盤、公園通、昭和、

三好、桜岱、水無、添山、

峩朗、館野、柳沢、谷好、

富川、矢不来、湯ノ沢、茂

辺地、茂辺地市ノ渡、三ツ

石及び当別 

    北斗市第

３ 

飯生、押上、大工川、戸切

地、常盤、公園通、昭和、

三好、桜岱、水無、添山、

峩朗、館野、柳沢、谷好、

富川、矢不来、湯ノ沢、茂

辺地、茂辺地市ノ渡、三ツ

石及び当別 

 

   北斗市第

４ 

本町、向野、本郷、市渡、

一本木、稲里、開発、清水

川、白川、千代田、中山、

萩野、東前、文月、細入、

南大野、村内及び村山 

    北斗市第

４ 

本町、向野、本郷、市渡、

一本木、稲里、開発、清水

川、白川、千代田、中山、

萩野、東前、文月、細入、

南大野、村内及び村山 

 

２ 町村の区域 ２ 町村の区域 

 町村名 民生委員協議会を組織すべ

き区域 

  町村名 民生委員協議会を組織すべ

き区域 

 

 （空知総合振

興局管内） 

    （空知総合振

興局管内） 

   

 南幌町 南幌町一円   南幌町 南幌町一円  

 奈井江町 奈井江町一円   奈井江町 奈井江町一円  

 上砂川町 上砂川町一円   上砂川町 上砂川町一円  

 由仁町 由仁町一円   由仁町 由仁町一円  

 長沼町 長沼町一円   長沼町 長沼町一円  

 栗山町 栗山町一円   栗山町 栗山町一円  

 月形町 月形町一円   月形町 月形町一円  

 浦臼町 浦臼町一円   浦臼町 浦臼町一円  

 新十津川町 新十津川町一円   新十津川町 新十津川町一円  

 妹背牛町 妹背牛町一円   妹背牛町 妹背牛町一円  

 秩父別町 秩父別町一円   秩父別町 秩父別町一円  

 雨竜町 雨竜町一円   雨竜町 雨竜町一円  

 北竜町 北竜町一円   北竜町 北竜町一円  

 沼田町 沼田町一円   沼田町 沼田町一円  

 （石狩振興局

管内） 

    （石狩振興局

管内） 

   

 当別町 当別町一円   当別町 当別町一円  

 新篠津村 新篠津村一円   新篠津村 新篠津村一円  

 （後志総合振

興局管内） 

    （後志総合振

興局管内） 

   

 島牧村 島牧村一円   島牧村 島牧村一円  

 寿都町 寿都町一円   寿都町 寿都町一円  

 黒松内町 黒松内町一円   黒松内町 黒松内町一円  

 蘭越町 蘭越町一円   蘭越町 蘭越町一円  

 ニセコ町 ニセコ町一円   ニセコ町 ニセコ町一円  
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 真狩村 真狩村一円   真狩村 真狩村一円  

 留寿都村 留寿都村一円   留寿都村 留寿都村一円  

 喜茂別町 喜茂別町一円   喜茂別町 喜茂別町一円  

 京極町 京極町一円   京極町 京極町一円  

 倶知安町 倶知安町一円   倶知安町 倶知安町一円  

 共和町 共和町一円   共和町 共和町一円  

 岩内町 岩内町一円   岩内町 岩内町一円  

 泊村 泊村一円   泊村 泊村一円  

 神恵内村 神恵内村一円   神恵内村 神恵内村一円  

 積丹町 積丹町一円   積丹町 積丹町一円  

 古平町 古平町一円   古平町 古平町一円  

 仁木町 仁木町一円   仁木町 仁木町一円  

 余市町 余市町一円   余市町 余市町一円  

 赤井川村 赤井川村一円   赤井川村 赤井川村一円  

 （胆振総合振

興局管内） 

    （胆振総合振

興局管内） 

   

 豊浦町 豊浦町一円   豊浦町 豊浦町一円  

 壮暼町 壮暼町一円   壮暼町 壮暼町一円  

 白老町 白老町一円   白老町 白老町一円  

 厚真町 厚真町一円   厚真町 厚真町一円  

 洞爺湖町 洞爺湖町一円   洞爺湖町 洞爺湖町一円  

 安平町 安平町一円   安平町 安平町一円  

 むかわ町 むかわ町一円   むかわ町 むかわ町一円  

 （日高振興局

管内） 

    （日高振興局

管内） 

   

 日高町 日高町一円   日高町 日高町一円  

 平取町 平取町一円   平取町 平取町一円  

 新冠町 新冠町一円   新冠町 新冠町一円  

 浦河町 浦河町一円   浦河町 浦河町一円  

 様似町 様似町一円   様似町 様似町一円  

 えりも町 えりも町一円   えりも町 えりも町一円  

 新ひだか町 新ひだか町一円   新ひだか町 新ひだか町一円  

 （渡島総合振

興局管内） 

    （渡島総合振

興局管内） 

   

 松前町 松前町一円   松前町 松前町一円  

 福島町 福島町一円   福島町 福島町一円  

 知内町 知内町一円   知内町 知内町一円  

 木古内町 木古内町一円   木古内町 木古内町一円  

 七飯町 七飯町一円   七飯町 七飯町一円  

 鹿部町 鹿部町一円   鹿部町 鹿部町一円  

 森町 森町一円   森町 森町一円  

 八雲町 八雲町一円   八雲町 八雲町一円  

 長万部町 長万部町一円   長万部町 長万部町一円  

 （檜山振興局

管内） 

    （檜山振興局

管内） 

   

 江差町 江差町一円   江差町 江差町一円  

 上ノ国町 上ノ国町一円   上ノ国町 上ノ国町一円  

 厚沢部町 厚沢部町一円   厚沢部町 厚沢部町一円  

 乙部町 乙部町一円   乙部町 乙部町一円  

 奥尻町 奥尻町一円   奥尻町 奥尻町一円  

 今金町 今金町一円   今金町 今金町一円  

 せたな町 せたな町一円   せたな町 付表１のとおり  

 （上川総合振     （上川総合振    
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興局管内） 興局管内） 

 鷹栖町 鷹栖町一円   鷹栖町 鷹栖町一円  

 東神楽町 東神楽町一円   東神楽町 東神楽町一円  

 当麻町 当麻町一円   当麻町 当麻町一円  

 比布町 比布町一円   比布町 比布町一円  

 愛別町 愛別町一円   愛別町 愛別町一円  

 上川町 上川町一円   上川町 上川町一円  

 美瑛町 美瑛町一円   美瑛町 美瑛町一円  

 上富良野町 上富良野町一円   上富良野町 上富良野町一円  

 中富良野町 中富良野町一円   中富良野町 中富良野町一円  

 南富良野町 南富良野町一円   南富良野町 南富良野町一円  

 占冠村 占冠村一円   占冠村 占冠村一円  

 和寒町 和寒町一円   和寒町 和寒町一円  

 剣淵町 剣淵町一円   剣淵町 剣淵町一円  

 下川町 下川町一円   下川町 下川町一円  

 美深町 美深町一円   美深町 美深町一円  

 音威子府村 音威子府村一円   音威子府村 音威子府村一円  

 中川町 中川町一円   中川町 中川町一円  

 幌加内町 幌加内町一円   幌加内町 幌加内町一円  

 （留萌振興局

管内） 

    （留萌振興局

管内） 

   

 増毛町 増毛町一円   増毛町 増毛町一円  

 小平町 小平町一円   小平町 小平町一円  

 苫前町 苫前町一円   苫前町 苫前町一円  

 羽幌町 羽幌町一円   羽幌町 羽幌町一円  

 初山別村 初山別村一円   初山別村 初山別村一円  

 遠別町 遠別町一円   遠別町 遠別町一円  

 天塩町 天塩町一円   天塩町 天塩町一円  

 （宗谷総合振

興局管内） 

    （宗谷総合振

興局管内） 

   

 猿払村 猿払村一円   猿払村 猿払村一円  

 浜頓別町 浜頓別町一円   浜頓別町 浜頓別町一円  

 中頓別町 中頓別町一円   中頓別町 中頓別町一円  

 枝幸町 枝幸町一円   枝幸町 付表２のとおり  

 豊富町 豊富町一円   豊富町 豊富町一円  

 礼文町 礼文町一円   礼文町 礼文町一円  

 利尻町 利尻町一円   利尻町 利尻町一円  

 利尻富士町 利尻富士町一円   利尻富士町 利尻富士町一円  

 幌延町 幌延町一円   幌延町 幌延町一円  

 （オホーツク総合振興局管内）   （オホーツク総合振興局管内）  

 美幌町 美幌町一円   美幌町 美幌町一円  

 津別町 津別町一円   津別町 津別町一円  

 斜里町 斜里町一円   斜里町 斜里町一円  

 清里町 清里町一円   清里町 清里町一円  

 小清水町 小清水町一円   小清水町 小清水町一円  

 訓子府町 訓子府町一円   訓子府町 訓子府町一円  

 置戸町 置戸町一円   置戸町 置戸町一円  

 佐呂間町 佐呂間町一円   佐呂間町 佐呂間町一円  

 遠軽町 遠軽町一円   遠軽町 遠軽町一円  

 湧別町 湧別町一円   湧別町 湧別町一円  

 滝上町 滝上町一円   滝上町 滝上町一円  

 興部町 興部町一円   興部町 興部町一円  

 西興部村 西興部村一円   西興部村 西興部村一円  
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 雄武町 雄武町一円   雄武町 雄武町一円  

 大空町 大空町一円   大空町 大空町一円  

 （十勝総合振

興局管内） 

    （十勝総合振

興局管内） 

   

 音更町 音更町一円   音更町 音更町一円  

 士幌町 士幌町一円   士幌町 士幌町一円  

 上士幌町 上士幌町一円   上士幌町 上士幌町一円  

 鹿追町 鹿追町一円   鹿追町 鹿追町一円  

 新得町 新得町一円   新得町 新得町一円  

 清水町 清水町一円   清水町 清水町一円  

 芽室町 芽室町一円   芽室町 芽室町一円  

 中札内村 中札内村一円   中札内村 中札内村一円  

 更別村 更別村一円   更別村 更別村一円  

 大樹町 大樹町一円   大樹町 大樹町一円  

 広尾町 広尾町一円   広尾町 広尾町一円  

 幕別町 幕別町一円   幕別町 幕別町一円  

 池田町 池田町一円   池田町 池田町一円  

 豊頃町 豊頃町一円   豊頃町 豊頃町一円  

 本別町 本別町一円   本別町 本別町一円  

 足寄町 足寄町一円   足寄町 足寄町一円  

 陸別町 陸別町一円   陸別町 陸別町一円  

 浦幌町 浦幌町一円   浦幌町 浦幌町一円  

 （釧路総合振

興局管内） 

    （釧路総合振

興局管内） 

   

 釧路町 釧路町一円   釧路町 釧路町一円  

 厚岸町 厚岸町一円   厚岸町 厚岸町一円  

 浜中町 浜中町一円   浜中町 浜中町一円  

 標茶町 標茶町一円   標茶町 標茶町一円  

 弟子屈町 弟子屈町一円   弟子屈町 弟子屈町一円  

 鶴居村 鶴居村一円   鶴居村 鶴居村一円  

 白糠町 白糠町一円   白糠町 白糠町一円  

 （根室振興局

管内） 

    （根室振興局

管内） 

   

 別海町 別海町一円   別海町 別海町一円  

 中標津町 中標津町一円   中標津町 中標津町一円  

 標津町 標津町一円   標津町 標津町一円  

 羅臼町 羅臼町一円   羅臼町 羅臼町一円  

 付表１ 

    民生委員協議会を組織すべき区域  

     大成地区 大成区  

     瀬棚北檜山地区 瀬棚区、北檜山区  

 付表２ 

    民生委員協議会を組織すべき区域  

     枝幸地区 枝幸町（歌登を除く。）  

     歌登地区 歌登  

   


