
東北 ﾊﾞﾗﾄ 東 ﾊﾞﾗﾄ中央 新ﾊﾞﾗﾄ 春日東 春日西

春日南 帯里 帯広発祥 清泉親睦 神護親睦 依田町

東睦 発祥親睦会 東4・5東栄 東3・4親睦 東2の2・3 世互親

東2・5 東1条若葉 東1・4睦 東5親交会 大三会 大四交睦

五盟 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺｰﾎﾟ親睦会 神護

東部地区 柏光 東祥親睦 東苑 東明 東友東親

東十和 東 農試跡南町 報徳 東郊協和 東九・七親睦

祥南第1 祥南第2 十三四 東亜親睦 東光 柏

柏親交 東6・9 東和 東栄和 祥和 道営中央団地1

道営中央2自治会

中央東 東1･6親 和光 東二・七 東1・8誠心会 東富久

東和会 清和 交和 東1の13・14 東2条14・15 親友 東4・6親共

東三・七交和 東4・8 東鳩 東方親睦 東盟 東明

東3南14親交会 東四条東睦

暁 新興 三光 河南 西三条平和親睦 奉公

北栄 川北 光北 北親 北開 西蘭香

東蘭香 新十勝大橋 捷和 北栄 三和 西二条南一丁目

西2条2･3親交 睦親睦 北光親睦 三吉親交 三吉 北栄隣組

新栄 交和 寛裕 第一交和 みどり 神苑昭睦

大川町親和 北星 ｺ-ﾎﾟ第2ﾘﾊﾞ-ｻｲﾄﾞ親睦会 明神

啓北 西10条北親 北交 北泉 拓栄 拓光東

拓光 北明 北進 北愛 青葉 玄北中央

北郊 北一線 北友 北協和 西13条北 西14条親睦

玄友親睦 西央 緑栄 玄進 若草 共和

緑勝 長和 北星 一中啓北 親成 玄北西

玄北東 いずみ野

栄地区 柏友 北報和 栄 報和 白鳩

西16条新和 桜 西16条北2開発 北一親睦 大心西 第一報和

報友 中帯広西 中帯広北 17条新和 光栄 6号栄

北伸 栄北 大心中央 大心東 緑陽 新栄

栄町 北伸第一 北星 西18条新和 あづさ

やまと 報和南 中帯広南 大和一 柳華 大和二

大和三 大和五 大和六 大和七

柏林台 柏林台北西 柏林台親和 柏林台四一 柏林台啓西 柏林台啓北

柏林台東町 柏林台 柏林台南 柏林台中央 柏林台学園前 善友

東柏林台 柏新 北町第一 北町第二 柏林北町第3自治会 柏林台ひまわり

柏林台すずらん くるみ 柏新第一

競馬場 高倉西 新町中央 新町東 西栄 西伸

若緑

中央西地区 西南部親交 緑園 十士 睦 西互助12

曙 西五条親交 灯下 黎明 新生 親盛

緑親 七緑 寿 広和第二 第三広和 月進

第一親緑 中央 睦 泉 親緑 共親

丘の町 北斗 親和南 桜町 ｽｽﾞﾗﾝ 緑

親交 八条ｺｰﾎﾟ 躍進 緑苑

鉄南地区 親栄 十九和 親和 十九丁目睦 協和親睦

明交 供和 育生 幸進 更生 西1・15南親

新帯広平和 南六 明和親睦 南園親睦 行幸 明協

明和 大谷 啓明 明星 明星共和 互親

明星親睦 明光 永和 南栄 三友 第一啓明

明親 六栄東 六栄第一 六栄向陽 六栄第三 新成

新明 四中 六栄歩 五交 一条親交 二八

南豪 三十丁目 さつき

鉄南地区東 親友 睦 平成 東1・15親和 文化街

南興 鈴蘭 更新 新交 公栄 鉄心

双栄 田園 南交 東進 東光 光南みなみ

ｸﾗｯｸｽ 光南第一 二十八区親交 南平原 南生 和光

清南 松葉 帯南 南栄 新光 東雲
ｺｰﾎﾟ光南第一親睦会 光南 東南 東方 光南東 南東団地

緑ヶ丘地区 広和 緑葉 むつき 緑ヶ丘第三 緑ヶ丘さくら

緑むつみ 芳園 南緑 緑光 十五日 緑栄

みどり 緑栄第一 緑勝 緑友 ひまわり 新緑

十五

春駒 協和 和興 栄和 富貴 第一富貴

五中北 愛睦 緑西道営 和交 三八東 北駒
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新興

新柏林台 新柏林台 新柏林台南 新柏林台北 新柏林台中央 あやめ

緑栄 丘の上 南ヶ丘 太陽 緑園 弥生

若草 花園 緑新 新生 緑風 せせらぎ

緑山 公園東町 公園三〇 公園朝日 公園 公園東町ﾊｲﾂ3号

豊成 豊成北 南新和 下稲田 下稲田東 工場前

日甜 帯広南橋 豊栄 新稲田

南町 大門街 栄団地 新栄 黒宮 松竹

南町南 別府団地 南町中央 豊丘 東共栄 春光

南花園 公南 豊陽 南町南ヶ丘 南栄 西春光

善隣 緑生 新緑生 みなみ野 りんどう 新弥生

稲田団地自治会 稲田団地１号棟自治会 つくし野

稲田地区 稲田 農校前東 駒翠 帯広農業高校 新駒翠

上稲田 ひじり西 いずみ 稲豊 稲田中央 みなみ野学園通り

進興 ひじり東 美朝 清流の里西 清流の里中央 清流の里北

清流まなび野 ぽっぽ橋 機関庫の川公園南 清流ハヤブサ

若葉 緑交 あかしや 緑泉 和泉 あかしや中央

ときわ 美佐和 商東 春駒西 春駒

緑商 わかな 南商西 共和第一 共和南 若葉

共和第二親睦 十八緑 緑明 緑南

むつみ 緑林 南商第一 緑西 峰洋 新緑むつみ

西部地区 西常盤 西一九緑 協和南 20条希望 青空

協和20条 東常盤

自由が丘地区 自由が丘二丁目 自由が丘第一 自由が丘弥生 自由が丘北都 自由が丘高台

おびひろの森西 西20条桜の森

広陵 野栄 晴見台東 晴見台西 柏南緑 三友東

三友中央 東こまどり 西しらかば やなぎ 啓西第一 西一九

三友西 37東 弥生 三七 山望 川東あさがお

20条4 広西 静光 静和 啓和 三七北

西陵第1 川東くろゆり 山望北 山望南

西帯広 36区 西11号つくし 西帯広中央 西帯広親睦 西交友

道営ひまわり 西14号団地 西帯広南町 柳橋 共愛 西13号

ﾀｳﾝ24 正進親睦 32区共正 西の森 津田の森 十五号

ﾌﾘｰﾄﾋﾟｱ25 つつじ ﾋﾙﾃﾞｽ25 ｳｴｽﾄ25 新西 つつじ24

ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ24 ふれあい みすみ のぞみ

西帯広ﾆｭｰﾀｳﾝ 開西35区 おふね 開西 新緑 開西ひがし

新緑南 とりで 開西中央 かえで 緑園西 ﾎﾟﾃﾄ

西中島通り 森の里 ｱﾙﾊﾞｰﾀ通り 星の森 ふしこ 新緑第2団地自治会

森の里東 西21新興 開明 西21条若菜

大空町連合自治会 大空町第6 大空町第24 大空町第8 大空町第9 大空町第10

大空町第12 大空町第13 大空町第14 大空町第15 大空町第18 大空町第25

大空町第29 大空町第41 大空町第37 大空町第17 大空町第19 大空町第5

大空町第23 大空町第26 大空町第28 大空町第32 大空町第38 大空町第33

大空町第43 大空町第34 大空町第27 大空町第35 大空町第22 大空町第36

大空町第16 大空町第1 大空町第2 大空町第7

南の森 南の森暁 帯広の森 空港第一 南の森西七 東別府

拓進 帯広刑務所宿舎 ほのぼの みなみ野中央 みなみ野北 緑陽高校南

みなみ野緑親

未組織 親栄 西3条南9丁目 大6親睦 大7親友 大八盟友

大通9丁目親睦 大通南十丁目親睦 大通11丁目 三和親睦 西1・4共親会 七友会

西一･八親善 西1条南10丁目 西1条12丁目親睦会 三・四同交会 西2の5 福六

二・八 七福 開広 西11条橋南 西4南6開発官舎 ｾﾝﾀｰｼﾃｨ1

川西・清川地区 川西 北川西 下川西 中川西 新川西

新生 西豊西 別府 中別府 西富士 東富士

南富士 南基松 北基松 西美栄 東美栄 中清川

清川 東清川 太平 戸蔦 上清川

上帯広・八広地区 上帯広市街 北上帯広 南上帯広 北広野 南広野

広野市街 北八千代 八千代

大正・愛国地区 愛国 愛国南 北愛国 桜木町東 昭和町東

昭和町越前 昭和町親幸 東和 大正町加賀 大正町幸一 大正本町第一

大正本町第二 大正本町第三 大正本町第四 幸福 種苗管理ｾﾝﾀｰ十勝農場 以平第二

中島町中戸蔦 大和

ご協力いただいた町内会の皆さま、ありがとうございました。　　　
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