
ニセコ町水道水源保護地域 平成２３年１０月５日指定

市街地区
所在 備考 所在 備考 所在 備考

字羊蹄７９番地８ 一部指定 字羊蹄８４番地６８ 字羊蹄８４番地１３２
字羊蹄７９番地３０ 一部指定 字羊蹄８４番地６９ 字羊蹄８４番地１３３
字羊蹄８３番地７ 字羊蹄８４番地７０ 字羊蹄８４番地１３４
字羊蹄８３番地９ 字羊蹄８４番地７１ 字羊蹄８４番地１３５
字羊蹄８３番地５７ 字羊蹄８４番地７２ 字羊蹄８４番地１３６
字羊蹄８４番地１ 一部指定 字羊蹄８４番地７３ 字羊蹄８４番地１３７
字羊蹄８４番地１０ 一部指定 字羊蹄８４番地７４ 字羊蹄８４番地１３８
字羊蹄８４番地１１ 一部指定 字羊蹄８４番地７５ 字羊蹄８４番地１３９
字羊蹄８４番地１２ 一部指定 字羊蹄８４番地７６ 字羊蹄８４番地１４０
字羊蹄８４番地１３ 一部指定 字羊蹄８４番地７７ 字羊蹄８４番地１４１
字羊蹄８４番地１４ 一部指定 字羊蹄８４番地７８ 字羊蹄８４番地１４２
字羊蹄８４番地１５ 字羊蹄８４番地７９ 字羊蹄８４番地１４３
字羊蹄８４番地１６ 字羊蹄８４番地８０ 字羊蹄８４番地１４４
字羊蹄８４番地１７ 字羊蹄８４番地８１ 字羊蹄８４番地１４５
字羊蹄８４番地１８ 字羊蹄８４番地８２ 字羊蹄８４番地１４６
字羊蹄８４番地１９ 字羊蹄８４番地８３ 字羊蹄８４番地１４７
字羊蹄８４番地２０ 字羊蹄８４番地８４ 字羊蹄８４番地１４８
字羊蹄８４番地２１ 字羊蹄８４番地８５ 字羊蹄８４番地１４９
字羊蹄８４番地２２ 字羊蹄８４番地８６ 字羊蹄８４番地１５０
字羊蹄８４番地２３ 字羊蹄８４番地８７ 字羊蹄８４番地１５１
字羊蹄８４番地２４ 字羊蹄８４番地８８ 字羊蹄８４番地１５２
字羊蹄８４番地２５ 字羊蹄８４番地８９ 字羊蹄８４番地１５３
字羊蹄８４番地２６ 字羊蹄８４番地９０ 字羊蹄８４番地１５４
字羊蹄８４番地２７ 字羊蹄８４番地９１ 字羊蹄８４番地１５５
字羊蹄８４番地２８ 字羊蹄８４番地９２ 字羊蹄８４番地１５６
字羊蹄８４番地２９ 字羊蹄８４番地９３ 字羊蹄８４番地１５７
字羊蹄８４番地３０ 字羊蹄８４番地９４ 字羊蹄８４番地１５８
字羊蹄８４番地３１ 字羊蹄８４番地９５ 字羊蹄８４番地１５９
字羊蹄８４番地３２ 字羊蹄８４番地９６ 字羊蹄８４番地１６０
字羊蹄８４番地３３ 字羊蹄８４番地９７ 字羊蹄８４番地１６１
字羊蹄８４番地３４ 字羊蹄８４番地９８ 字羊蹄８４番地１６２
字羊蹄８４番地３５ 字羊蹄８４番地９９ 字羊蹄８４番地１６３
字羊蹄８４番地３６ 字羊蹄８４番地１００ 字羊蹄８４番地１６４
字羊蹄８４番地３７ 字羊蹄８４番地１０１ 字羊蹄８４番地１６５
字羊蹄８４番地３８ 字羊蹄８４番地１０２ 字羊蹄８４番地１６６
字羊蹄８４番地３９ 字羊蹄８４番地１０３ 字羊蹄８４番地１６７
字羊蹄８４番地４０ 字羊蹄８４番地１０４ 字羊蹄８４番地１６８
字羊蹄８４番地４１ 字羊蹄８４番地１０５ 字羊蹄８４番地１６９
字羊蹄８４番地４２ 字羊蹄８４番地１０６ 字羊蹄８４番地１７０
字羊蹄８４番地４３ 字羊蹄８４番地１０７ 字羊蹄８４番地１７１
字羊蹄８４番地４４ 字羊蹄８４番地１０８ 字羊蹄８４番地１７２
字羊蹄８４番地４５ 字羊蹄８４番地１０９ 字羊蹄８４番地１７３
字羊蹄８４番地４６ 字羊蹄８４番地１１０ 字羊蹄８４番地１７４
字羊蹄８４番地４７ 字羊蹄８４番地１１１ 字羊蹄８４番地１７５
字羊蹄８４番地４８ 字羊蹄８４番地１１２ 字羊蹄８４番地１７６
字羊蹄８４番地４９ 字羊蹄８４番地１１３ 字羊蹄８４番地１７７
字羊蹄８４番地５０ 字羊蹄８４番地１１４ 字羊蹄８４番地１７８
字羊蹄８４番地５１ 字羊蹄８４番地１１５ 字羊蹄８４番地１７９
字羊蹄８４番地５２ 字羊蹄８４番地１１６ 字羊蹄８４番地１８０
字羊蹄８４番地５３ 字羊蹄８４番地１１７ 字羊蹄８４番地１８１
字羊蹄８４番地５４ 字羊蹄８４番地１１８ 字羊蹄８４番地１８２
字羊蹄８４番地５５ 字羊蹄８４番地１１９ 字羊蹄８４番地１８３
字羊蹄８４番地５６ 字羊蹄８４番地１２０ 字羊蹄８４番地１８４
字羊蹄８４番地５７ 字羊蹄８４番地１２１ 字羊蹄８４番地１８５
字羊蹄８４番地５８ 字羊蹄８４番地１２２ 字羊蹄８４番地１８６
字羊蹄８４番地５９ 字羊蹄８４番地１２３ 字羊蹄８４番地１８７
字羊蹄８４番地６０ 字羊蹄８４番地１２４ 字羊蹄８４番地１８８
字羊蹄８４番地６１ 字羊蹄８４番地１２５ 字羊蹄８４番地１８９
字羊蹄８４番地６２ 字羊蹄８４番地１２６ 字羊蹄８４番地１９０
字羊蹄８４番地６３ 字羊蹄８４番地１２７ 字羊蹄８４番地１９１
字羊蹄８４番地６４ 字羊蹄８４番地１２８ 字羊蹄８４番地１９２
字羊蹄８４番地６５ 字羊蹄８４番地１２９ 字羊蹄８４番地１９３
字羊蹄８４番地６６ 字羊蹄８４番地１３０ 字羊蹄８４番地１９４
字羊蹄８４番地６７ 字羊蹄８４番地１３１ 字羊蹄８４番地１９５



所在 備考 曽我地区（第１） 所在 備考
字羊蹄８４番地１９６ 所在 備考 字絹丘１７５番地１３７
字羊蹄８４番地１９７ 字東山１番地 一部指定 字絹丘１７８番地
字羊蹄８４番地１９８ 字東山２番地１ 一部指定 字絹丘１７８番地２
字羊蹄８４番地１９９ 字絹丘１８０番地１
字羊蹄８４番地２００ 曽我地区（第2） 字絹丘１８０番地３
字羊蹄８４番地２０１ 所在 備考 字絹丘１８０番地４
字羊蹄８４番地２０２ 字東山４番地１ 一部指定 字絹丘１８０番地５
字羊蹄８４番地２０３ 字曽我５３０番地 一部指定 字絹丘１８０番地６
字羊蹄８４番地２０４ 字曽我５３１番地４ 一部指定 字絹丘１８０番地７
字羊蹄８４番地２０５ 字曽我５３２番地１ 一部指定 字絹丘１８０番地８
字羊蹄８４番地２０６ 字曽我５３２番地７ 字絹丘１８０番地９
字羊蹄８４番地２０７ 字曽我５３７番地 字絹丘１８０番地１０
字羊蹄１４１番地２ 字曽我５３８番地 一部指定 字絹丘１８０番地１１
字羊蹄１４５番地１ 字曽我５３８番地２ 一部指定 字絹丘１８０番地１２
字羊蹄１４６番地１ 字曽我５３８番地３ 字絹丘１８０番地１３
字羊蹄１４６番地２ 字曽我５４３番地１ 一部指定 字絹丘１８０番地１４
字羊蹄１４８番地 字曽我５４３番地２ 一部指定 字絹丘１８０番地１５
字羊蹄１４９番地 字曽我５４４番地２ 一部指定 字絹丘１８０番地１６
字羊蹄１４５番地２ 字曽我５６０番地１ 一部指定 字絹丘１８０番地１７
字羊蹄１４６番地４ 字曽我５６０番地４ 字絹丘１８０番地１８
字羊蹄１４９番地２ 字曽我５６１番地 字絹丘１８０番地１９
字羊蹄１７５番地 字曽我５６１番地２ 字絹丘１８０番地２０
字羊蹄１７６番地 字曽我５６１番地３ 字絹丘１８０番地２１
字羊蹄１７７番地 字曽我５６２番地 一部指定 字絹丘１８０番地２２

字曽我５６２番地２ 一部指定 字絹丘１８０番地２３
ニセコ地区 字曽我５６３番地 字絹丘１８０番地２４

所在 備考 字絹丘１８０番地２５
字ニセコ４８１番地１ 一部指定 宮田地区（小花井） 字絹丘１８０番地２６
字ニセコ４８３番地４ 一部指定 所在 備考 字絹丘１８０番地２７
字ニセコ４８３番地５ 一部指定 字絹丘１６１番地２ 一部指定 字絹丘１８０番地２８
字ニセコ４８５番地 一部指定 字絹丘１７２番地 字絹丘１８０番地２９
字ニセコ４８６番地 字絹丘１７２番地２ 一部指定 字絹丘１８０番地３０
字ニセコ４８７番地 字絹丘１７３番地 一部指定 字絹丘１８０番地３１
字ニセコ４８８番地 字絹丘１７３番地２ 字絹丘１８０番地３２
字ニセコ４８９番地 字絹丘１７５番地１ 一部指定 字絹丘１８０番地３３
字ニセコ５０９番地１ 字絹丘１７５番地９ 一部指定 字絹丘１８０番地３４
字ニセコ５０９番地２ 字絹丘１７５番地１３ 字絹丘１８０番地３５
字ニセコ５１１番地１ 一部指定 字絹丘１７５番地５０ 字絹丘１８０番地３６
字ニセコ５１２番地 字絹丘１７５番地５１ 字絹丘１８０番地３７
字ニセコ５１３番地 字絹丘１７５番地６０ 字絹丘１８０番地３８
字ニセコ５１６番地 一部指定 字絹丘１７５番地７０ 字絹丘１８０番地３９
字ニセコ５１７番地１ 一部指定 字絹丘１７５番地７２ 字絹丘１８０番地４０
字ニセコ５１９番地 字絹丘１７５番地８１ 字絹丘１８０番地４１
字曽我５５２番地３ 一部指定 字絹丘１７５番地８２ 字絹丘１８０番地４２
字曽我５５２番地１１ 一部指定 字絹丘１７５番地８３ 字絹丘１８０番地４３
字曽我５５３番地 字絹丘１７５番地８４ 字絹丘１８０番地４４
字曽我５５４番地 字絹丘１７５番地８５ 字絹丘１８０番地４５
字曽我５７０番地 字絹丘１７５番地１０３ 字絹丘１８０番地４６
字曽我９４７番地 一部指定 字絹丘１７５番地１０４ 字絹丘１８０番地４７
字曽我９４８番地 字絹丘１７５番地１０５ 字絹丘１８０番地４８
字曽我９４９番地 字絹丘１７５番地１０６ 字絹丘１８０番地４９
字曽我９５０番地 一部指定 字絹丘１７５番地１０７ 字絹丘１８０番地５０
字曽我９５１番地 一部指定 字絹丘１７５番地１０８ 字絹丘１８０番地５１

字絹丘１７５番地１０９ 字絹丘１８０番地５２
宮田地区（里見） 字絹丘１７５番地１１３ 字絹丘１８０番地５３

所在 備考 字絹丘１７５番地１１５ 字絹丘１８０番地５４
字豊里１０５番地 一部指定 字絹丘１７５番地１１６ 字絹丘１８０番地５５
字豊里１０５番地３ 字絹丘１７５番地１１７ 字絹丘１８０番地５６
字豊里１２１番地１ 一部指定 字絹丘１７５番地１１９ 字絹丘１８０番地５７

字絹丘１７５番地１２０ 字絹丘１８０番地５８
近藤地区 字絹丘１７５番地１２１ 字絹丘１８０番地５９

所在 備考 字絹丘１７５番地１２２ 字絹丘１８０番地６０
字近藤７５５番地３ 字絹丘１７５番地１２３ 字絹丘１８０番地６１
字近藤７５５番地６ 字絹丘１７５番地１２７ 字絹丘１８０番地６２
字近藤７５５番地７ 字絹丘１７５番地１３２ 字絹丘１８０番地６３

字絹丘１７５番地１３４ 字絹丘１８０番地６４
字絹丘１７５番地１３６ 一部指定 字絹丘１８０番地６５



字絹丘１８６番地５６ 字絹丘１８６番地１２３

所在 備考 所在 備考 所在 備考
字絹丘１８０番地６６ 字絹丘１８６番地５７ 字絹丘１８６番地１２４
字絹丘１８０番地６７ 字絹丘１８６番地５８ 字絹丘１８６番地１２５
字絹丘１８０番地６８ 字絹丘１８６番地５９ 字絹丘１８６番地１２６
字絹丘１８０番地６９ 字絹丘１８６番地６０ 字絹丘１８６番地１２７
字絹丘１８０番地７０ 字絹丘１８６番地６１ 字絹丘１８６番地１２８
字絹丘１８０番地７１ 字絹丘１８６番地６２ 字絹丘１８６番地１２９
字絹丘１８０番地７２ 字絹丘１８６番地６３ 字絹丘１８６番地１３０
字絹丘１８０番地７３ 字絹丘１８６番地６４ 字絹丘１８６番地１３１
字絹丘１８０番地７４ 字絹丘１８６番地６５ 字絹丘１８６番地１３２
字絹丘１８０番地７５ 字絹丘１８６番地６６ 字絹丘１８６番地１３３
字絹丘１８０番地７６ 字絹丘１８６番地６７ 字絹丘１８６番地１３４
字絹丘１８０番地７７ 字絹丘１８６番地６８ 字絹丘１８６番地１３５
字絹丘１８０番地７８ 字絹丘１８６番地６９ 字絹丘１８６番地１３６
字絹丘１８０番地７９ 字絹丘１８６番地７０ 字絹丘１８６番地１３７
字絹丘１８０番地８０ 字絹丘１８６番地７１ 字絹丘１８６番地１３８
字絹丘１８０番地８１ 字絹丘１８６番地７２ 字絹丘１８６番地１３９
字絹丘１８６番地１ 字絹丘１８６番地７３ 字絹丘１８６番地１４０
字絹丘１８６番地７ 字絹丘１８６番地７４ 字絹丘１８７番地１
字絹丘１８６番地８ 字絹丘１８６番地７５ 字絹丘１８７番地２
字絹丘１８６番地９ 字絹丘１８６番地７６ 字絹丘１８７番地３
字絹丘１８６番地１０ 字絹丘１８６番地７７ 字絹丘１８７番地４
字絹丘１８６番地１１ 字絹丘１８６番地７８ 字絹丘１８７番地５
字絹丘１８６番地１２ 字絹丘１８６番地７９ 字絹丘１８７番地６
字絹丘１８６番地１３ 字絹丘１８６番地８０ 字絹丘１８７番地７
字絹丘１８６番地１４ 字絹丘１８６番地８１ 字絹丘１８７番地８
字絹丘１８６番地１５ 字絹丘１８６番地８２ 字絹丘１８７番地９
字絹丘１８６番地１６ 字絹丘１８６番地８３ 字絹丘１８８番地
字絹丘１８６番地１７ 字絹丘１８６番地８４ 字絹丘１８８番地２
字絹丘１８６番地１８ 字絹丘１８６番地８５ 字絹丘１８９番地
字絹丘１８６番地１９ 字絹丘１８６番地８６ 字絹丘１９０番地
字絹丘１８６番地２０ 字絹丘１８６番地８７ 字絹丘１９１番地１
字絹丘１８６番地２１ 字絹丘１８６番地８８ 字絹丘１９１番地３
字絹丘１８６番地２２ 字絹丘１８６番地８９ 字絹丘１９１番地４
字絹丘１８６番地２３ 字絹丘１８６番地９０ 字絹丘１９２番地
字絹丘１８６番地２４ 字絹丘１８６番地９１ 字絹丘１９３番地
字絹丘１８６番地２５ 字絹丘１８６番地９２ 字絹丘１９３番地２
字絹丘１８６番地２６ 字絹丘１８６番地９３ 字絹丘１９４番地
字絹丘１８６番地２７ 字絹丘１８６番地９４ 字絹丘１９４番地２
字絹丘１８６番地２８ 字絹丘１８６番地９５ 字絹丘１９７番地
字絹丘１８６番地２９ 字絹丘１８６番地９６ 字絹丘４２２番地
字絹丘１８６番地３０ 字絹丘１８６番地９７ 字峠５９番地３
字絹丘１８６番地３１ 字絹丘１８６番地９８

一部指定
字峠６０番地１

字絹丘１８６番地３２ 字絹丘１８６番地９９ 字峠６０番地２
字絹丘１８６番地３３ 字絹丘１８６番地１００ 字峠６０番地３
字絹丘１８６番地３４ 字絹丘１８６番地１０１ 字峠６０番地４
字絹丘１８６番地３５ 字絹丘１８６番地１０２ 字峠６０番地５
字絹丘１８６番地３６ 字絹丘１８６番地１０３ 字峠６０番地６
字絹丘１８６番地３７ 字絹丘１８６番地１０４ 字峠６０番地７
字絹丘１８６番地３８ 字絹丘１８６番地１０５ 字峠６０番地８
字絹丘１８６番地３９ 字絹丘１８６番地１０６ 字峠６０番地９
字絹丘１８６番地４０ 字絹丘１８６番地１０７ 字峠６０番地１０
字絹丘１８６番地４１ 字絹丘１８６番地１０８ 字峠６０番地１１
字絹丘１８６番地４２ 字絹丘１８６番地１０９ 字峠６０番地１２
字絹丘１８６番地４３ 字絹丘１８６番地１１０ 字峠６０番地１３
字絹丘１８６番地４４ 字絹丘１８６番地１１１ 字峠６０番地１４
字絹丘１８６番地４５ 字絹丘１８６番地１１２ 字峠６０番地１５
字絹丘１８６番地４６ 字絹丘１８６番地１１３ 字峠６０番地１６
字絹丘１８６番地４７ 字絹丘１８６番地１１４ 字峠６０番地１７
字絹丘１８６番地４８ 字絹丘１８６番地１１５ 字峠６０番地１８
字絹丘１８６番地４９ 字絹丘１８６番地１１６
字絹丘１８６番地５０ 字絹丘１８６番地１１７
字絹丘１８６番地５１ 字絹丘１８６番地１１８
字絹丘１８６番地５２ 字絹丘１８６番地１１９
字絹丘１８６番地５３ 字絹丘１８６番地１２０
字絹丘１８６番地５４ 字絹丘１８６番地１２１
字絹丘１８６番地５５ 字絹丘１８６番地１２２


	告示用

