
 

 

 

 

 

４－１ エゾシカリーフレット発送先リスト 

 

 

 

 

 

 

 

 



エゾシカリーフレット配布先内訳
区分 施設名 部数
役所 本庁舎（区政課） 200

中央区役所 50
北区役所 50
東区役所 50
白石区 50
豊平区 50
南区役所 50
西区 50
厚別区役所 50
手稲区役所 50
清田区役所 50

合計 11 700

区分 施設名 部数
区民センター 中央区民センター 50

北区民センター 50
東区民センター 50
白石区民センター 50
豊平区民センター 50
南区民センター 50
西区民センター 50
厚別区民センター 50
手稲区民センター 50
清田区民センター 50

合計 10 500

区分 施設名 管理者 部数
地区センター 旭山公園通地区センター 中央区 30

新琴似・新川地区センター 北区 30
屯田地区センター 北区 30
太平百合が原地区センター 北区 30
拓北・あいの里地区センター 北区 30
ふしこ地区センター 東区 30
栄地区センター 東区 30
苗穂・本町地区センター 東区 30
北白石地区センター 白石区 30
白石東地区センター 白石区 30
菊水元町地区センター 白石区 30
西岡福住地区センター 豊平区 30
東月寒地区センター 豊平区 30
月寒公民館 豊平区 30
藤野地区センター 南区 30
もいわ地区センター 南区 30
すみかわ地区センター 南区 30
西野地区センター 西区 30
はっさむ地区センター 西区 30
はちけん地区センター 西区 30
厚別西地区センター 厚別区 30
厚別南地区センター 厚別区 30
新発寒地区センター 手稲区 30
星置地区センター 手稲区 30
里塚・美しが丘地区センター 清田区 30

合計 25 750

区分 施設名 管理者 部数
コミュニティセンター 篠路コミュニティセンター 北区 30

手稲コミュニティセンター 手稲区 30
合計 2 60



エゾシカリーフレット配布先内訳
区分 施設名 管理者または指定管理者等 部数
公園 大通公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20

中島公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
豊平川緑地 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
創成川公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
円山公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
豊平川緑地 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
百合が原公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
屯田西公園 みどりみらいプロジェクトグループ 20
太平公園 みどりみらいプロジェクトグループ 20
新琴似グリーン公園 みどりみらいプロジェクトグループ 20
茨戸川緑地 茨戸川公園管理事務所 20
あいの里公園 茨戸川公園管理事務所 20
モエレ沼公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
美香保公園 北のふるさとNグループ 20
伏古公園 北のふるさとNグループ 20
丘珠空港緑地 北のふるさとNグループ 20
川下公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
北郷公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
もつき公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
豊平川緑地（米里地区） 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
厚別公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
もみじ台公園 あつべつグリーンパートナー 20
青葉中央公園 あつべつグリーンパートナー 20
大谷地流通団地東側緑地 あつべつグリーンパートナー 20
道立野幌森林公園 北海道野幌森林公園事務所 20
豊平公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
平岡樹芸センター 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
西岡公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
西岡中央公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
吉田川公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
平岡公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
清田南公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
藻南公園 藻南公園管理事務所 20
石山緑地 藻南公園管理事務所 20
常盤公園 藻南公園管理事務所 20
国営滝野すずらん丘陵公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
道立真駒内公園 財団法人　北海道体育文化協会 20
札幌芸術の森 芸術の森総務課 20
農試公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
発寒西陵公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
五天山公園 五天山公園管理事務所 20
宮丘公園 五天山公園管理事務所 20
前田森林公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
星置公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
明日風公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
山口緑地 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
手稲稲積公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
北発寒公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
前田公園 財団法人　札幌市公園緑化協会 20
星観緑地 星観緑地管理事務所 20
道立野幌総合運動公園 財団法人　北海道体育文化協会 20
札幌円山動物園 札幌市 100

合計 52 1230

区分 施設名 管理者または指定管理者等 部数
教育・文化・スポーツ 札幌ふれあいの森 札幌市環境局みどりの推進部みどりの管理課 30

札幌市青少年山の家 財団法人 札幌市青少年女性活動協会 30
定山渓自然の村 財団法人 札幌市青少年女性活動協会 30

合計 3 90



エゾシカリーフレット配布先内訳
区分 施設名 管理者等 部数
交通　施設 道路情報館 北海道開発局　札幌開発建設部 50

運転免許センター 北海道警察本部 50
札幌トラックステーション 財団法人　北海道トラック協会 50

合計 3 150

区分 団体名 管轄部局またはホームページURL 部数
交通　団体 財団法人　北海道交通安全協会 30

財団法人　日本交通安全教育普及協会 30
公益社団法人　北海道交通安全推進委員会 30
NEXCO東日本 http://www.e-nexco.co.jp/ 50
札幌レンタカー協会 50
社団法人　北海道バス協会 50
財団法人　北海道トラック協会 50
社団法人　北海道開発技術センター 10

合計 8 300

区分 部数
ヒグマ講座 中央区ヒグマ講座（円山動物園） 40

清田区ヒグマ講座 20
豊平区ヒグマ講座（西岡公園管理事務所） 40
西区ヒグマ講座（手稲宮丘小） 41
西区ヒグマ講座（西野第二小） 30

合計 5 171

合計配布数 3,951


