
ポスター掲示場設置住所一覧

投票区名 投票所名 設置No 設置場所住所 設置場所名称
第1投票区 札幌市東区役所 01-01 東区北１１条東７丁目１番 東区役所　正面
第1投票区 札幌市東区役所 01-02 東区北９条東３丁目１番 瑞玄寺　東側フェンス
第1投票区 札幌市東区役所 01-03 東区北９条東５丁目７番地 鉄東まちづくりセンター
第1投票区 札幌市東区役所 01-04 東区北１０条東９丁目２番 札東ちびっこ公園　南側
第1投票区 札幌市東区役所 01-05 東区北１１条東８丁目1番 光星緑地　北側
第1投票区 札幌市東区役所 01-06 東区北１０条東８丁目１番 市住　光星団地　９号棟
第1投票区 札幌市東区役所 01-07 東区北１１条東２丁目２番 カトリック北１１条教会　東側
第2投票区 北光小学校 02-01 東区北１２条東３丁目１番 天使病院　南側
第2投票区 北光小学校 02-02 東区北１３条東４丁目１番 北光公園　東側
第2投票区 北光小学校 02-03 東区北１４条東６丁目１番 北電北１４条アパート　駐車場
第2投票区 北光小学校 02-04 東区北１３条東９丁目１番 札幌光星学園　正門
第2投票区 北光小学校 02-05 東区北１２条東６丁目１番 北光小学校　グラウンド西側
第2投票区 北光小学校 02-06 東区北１２条東６丁目１番 北光小学校　グラウンド南側
第2投票区 北光小学校 02-07 東区北１２条東９丁目１番 光星公園　南側
第2投票区 北光小学校 02-08 東区北１３条東３丁目１番 天使大学　東側白いフェンス
第3投票区 美香保中学校 03-01 東区北１６条東２丁目１番 北斗高校　グラウンド
第3投票区 美香保中学校 03-02 東区北１６条東９丁目１番 札幌大谷大学　北側
第3投票区 美香保中学校 03-03 東区北１５条東４丁目２番 北１５条すくらむ公園　東側
第3投票区 美香保中学校 03-04 東区北１７条東６丁目１番 美香保中学校　正門
第3投票区 美香保中学校 03-05 東区北１７条東６丁目１番 美香保中学校　グラウンド
第3投票区 美香保中学校 03-06 東区北１５条東８丁目２番 大谷高等学校　南向フェンス内側
第4投票区 美香保小学校 04-01 東区北２０条東４丁目２番 美香保公園　西側
第4投票区 美香保小学校 04-02 東区北１９条東１丁目５番 北海道電力（株）　北光寮
第4投票区 美香保小学校 04-03 東区北１８条東６丁目１番 美香保小学校　グラウンド東側
第4投票区 美香保小学校 04-04 東区北１８条東６丁目１番 美香保小学校　正門
第4投票区 美香保小学校 04-05 東区北１８条東８丁目３番 こまどり公園　北側
第4投票区 美香保小学校 04-06 東区北２１条東５丁目１番 美香保公園　グラウンド東側
第4投票区 美香保小学校 04-07 東区北２０条東４丁目２番 美香保公園　南側
第4投票区 美香保小学校 04-08 東区北１８条東２丁目４番 北18条さくら公園　東側
第5投票区 北園小学校 05-01 東区北２２条東５丁目１番 美香保体育館　東側
第5投票区 北園小学校 05-02 東区北２３条東２丁目５番 しらかば公園　西側
第5投票区 北園小学校 05-03 東区北２４条東２丁目２番 たもの木公園　西側
第5投票区 北園小学校 05-04 東区北２４条東６丁目２番 つくし公園　北東側
第5投票区 北園小学校 05-05 東区北２５条東４丁目３番 北園小学校　正門
第5投票区 北園小学校 05-06 東区北２５条東４丁目３番 北園小学校　西門
第5投票区 北園小学校 05-07 東区北２４条東１丁目３番 札幌科学技術専門学校　西側
第5投票区 北園小学校 05-08 東区北２３条東５丁目２番 すみれ公園　西側
第6投票区 北栄中学校 06-01 東区北２８条東１丁目１番 北海道運輸局札幌運輸支局
第6投票区 北栄中学校 06-02 東区北２７条東３丁目２番 大学村公園　南側
第6投票区 北栄中学校 06-03 東区北３１条東２丁目３番 市住　北栄団地　６号棟
第6投票区 北栄中学校 06-04 東区北３１条東３丁目３番 市住　北栄団地　４号棟駐車場
第6投票区 北栄中学校 06-05 東区北３１条東１丁目３番 北３１条すえひろ公園　東側
第6投票区 北栄中学校 06-06 東区北３３条東２丁目１番 北栄中学校　正門
第6投票区 北栄中学校 06-07 東区北３３条東２丁目１番 北栄中学校　体育館
第7投票区 北小学校 07-01 東区北２８条東４丁目１番 大学村の森　北東側
第7投票区 北小学校 07-02 東区北２８条東６丁目１番 北２８条東６丁目公園　南側
第7投票区 北小学校 07-03 東区北２８条東７丁目１番 北２８条なかよし公園　西側
第7投票区 北小学校 07-04 東区北３２条東５丁目４番 月極駐車場
第7投票区 北小学校 07-05 東区北３３条東４丁目１番 北小学校　正門
第7投票区 北小学校 07-06 東区北３３条東４丁目１番 北小学校　体育館
第7投票区 北小学校 07-07 東区北２８条東４丁目１番 大学村の森　西側
第8投票区 栄西小学校 08-01 東区北３７条東１丁目６番 北３７条さくら公園　北側
第8投票区 栄西小学校 08-02 東区北４０条東２丁目１番 北４０条東公園　南東側
第8投票区 栄西小学校 08-03 東区北３５条東５丁目２番 北栄保育園
第8投票区 栄西小学校 08-04 東区北３５条東７丁目２番 北３５条むつみ公園　東側
第8投票区 栄西小学校 08-05 東区北４０条東２丁目１番 北４０条東公園　グラウンド西側
第8投票区 栄西小学校 08-06 東区北３９条東５丁目１番 北３９条アカシヤ公園　西側
第8投票区 栄西小学校 08-07 東区北３９条東４丁目 栄西小学校グラウンド　南側
第9投票区 栄中学校 09-01 東区北４２条東４丁目１番 栄４２条公園　東側
第9投票区 栄中学校 09-02 東区北４４条東７丁目２番 北４４条なでしこ公園　北側
第9投票区 栄中学校 09-03 東区北４４条東４丁目３番 北４４条新栄公園　東側
第9投票区 栄中学校 09-04 東区北４５条東２丁目３番 栄北希望公園　東側
第9投票区 栄中学校 09-05 東区北４６条東１丁目１番 北４６条つくし公園　南側
第9投票区 栄中学校 09-06 東区北４５条東３丁目２番 栄西公園　北西隅
第9投票区 栄中学校 09-07 東区北４６条東６丁目１番 栄中学校　西側
第9投票区 栄中学校 09-08 東区北４４条東２丁目１番 札幌塩原学園　栄光幼稚園
第10投票区 栄北小学校 10-01 東区北４９条東２丁目１番 北海道中央バス（株）札幌北営業所
第10投票区 栄北小学校 10-02 東区北４７条東６丁目１番 栄北小学校　正門
第10投票区 栄北小学校 10-03 東区北５１条東７丁目１番 栄町ポプラ公園　西側
第10投票区 栄北小学校 10-04 東区北５１条東３丁目３番 北５１条すくすく公園　東側
第10投票区 栄北小学校 10-05 東区北４９条東４丁目３番 北４９条ミチル公園　北側
第10投票区 栄北小学校 10-06 東区北４７条東６丁目１番 栄北小学校　グラウンド　北東側
第11投票区 栄東小学校 11-01 東区北４３条東１７丁目１番 道住　栄町団地　R-４
第11投票区 栄東小学校 11-02 東区北４７条東１５丁目３番 道路用地（北４７東１５バス停後ろ）
第11投票区 栄東小学校 11-03 東区北４６条東１３丁目１番 栄東小学校　正門
第11投票区 栄東小学校 11-04 東区北４６条東１０丁目２番 第１新和公園　西側
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ポスター掲示場設置住所一覧

投票区名 投票所名 設置No 設置場所住所 設置場所名称
第11投票区 栄東小学校 11-05 東区北４５条東９丁目２番 北４５条元園ゆたか公園　北側
第11投票区 栄東小学校 11-06 東区北４８条東１５丁目１番 北４８条第４新和公園　南側
第11投票区 栄東小学校 11-07 東区北４５条東１６丁目１番 栄町さくら公園　東側
第11投票区 栄東小学校 11-08 東区北４５条東１２丁目１番 市住　栄町団地
第12投票区 栄小学校 12-01 東区北４１条東１４丁目１番 東老人福祉センター　西側
第12投票区 栄小学校 12-02 東区北４２条東１０丁目２番 栄小学校　正門
第12投票区 栄小学校 12-03 東区北４４条東８丁目１番 社会医療法人禎心会　法人本部（駐車場）
第12投票区 栄小学校 12-04 東区北４４条東１０丁目３番 北４４条元園公園　北側
第12投票区 栄小学校 12-05 東区北４１条東１０丁目１番 ひのまる公園　南西側
第12投票区 栄小学校 12-06 東区北４３条東１４丁目２番 烈々布公園　西側
第12投票区 栄小学校 12-07 東区北４２条東１０丁目２番 栄小学校　グラウンド
第12投票区 栄小学校 12-08 東区北４１条東１０丁目１番 ひのまる公園　東側
第13投票区 栄南中学校 13-01 東区北４１条東１７丁目４番 道路用地
第13投票区 栄南中学校 13-02 東区北３４条東１８丁目３番 栄町ひばり公園　東側
第13投票区 栄南中学校 13-03 東区北３６条東１６丁目１番 栄南中学校　正門
第13投票区 栄南中学校 13-04 東区北３６条東１８丁目１番 栄町あかしや公園　西側
第13投票区 栄南中学校 13-05 東区北３３条東１８丁目１番 札幌市東区土木センター
第13投票区 栄南中学校 13-06 東区北４１条東１９丁目３番 道路用地（北４１東２０バス停後ろ）　北向
第13投票区 栄南中学校 13-07 東区北３５条東１７丁目２番 ひばりちびっこ公園　西側
第14投票区 元町北小学校 14-01 東区北31条東９丁目１番 北栄幼稚園　グラウンド
第14投票区 元町北小学校 14-02 東区北31条東14丁目１番 元町北小　グラウンド　北側
第14投票区 元町北小学校 14-03 東区北31条東14丁目１番 元町北小学校　正門
第14投票区 元町北小学校 14-04 東区北30条東14丁目１番 北30条やすらぎ公園　西側
第14投票区 元町北小学校 14-05 東区北27条東14丁目３番 東区体育館　南向
第14投票区 元町北小学校 14-06 東区北27条東８丁目１番 北光記念クリニック北側
第15投票区 元町小学校 15-01 東区北２４条東１９丁目２番 市住　元町中央団地　２号棟
第15投票区 元町小学校 15-02 東区北２４条東２０丁目４番 西友ストアー元町店　北東側東向
第15投票区 元町小学校 15-03 東区北２５条東１７丁目１番 元町小学校　正門
第15投票区 元町小学校 15-04 東区北２５条東１７丁目１番 元町小学校　プール
第15投票区 元町小学校 15-05 東区北２６条東１９丁目５番 北２６条子どものくに公園　東側
第15投票区 元町小学校 15-06 東区北２３条東１７丁目２番 青空公園　西側
第15投票区 元町小学校 15-07 東区北２４条東１５丁目２番 こばと公園　西側
第15投票区 元町小学校 15-08 東区北２５条東１８丁目１番 北２５条かぶと虫公園　南側
第16投票区 明園中学校 16-01 東区北２１条東１０丁目４番 明園公園　東側
第16投票区 明園中学校 16-02 東区北２２条東１２丁目１番 明園中学校　正門
第16投票区 明園中学校 16-03 東区北２２条東８丁目５番 みはる公園　南側
第16投票区 明園中学校 16-04 東区北２３条東８丁目３番 ひまわり公園　東側
第16投票区 明園中学校 16-05 東区北２４条東１０丁目２番 鹿の原公園　西側
第16投票区 明園中学校 16-06 東区北２２条東１４丁目１番 北園公園　グラウンド
第16投票区 明園中学校 16-07 東区北２２条東１４丁目１番 北園公園　北側
第16投票区 明園中学校 16-08 東区北２２条東１２丁目１番 明園中学校　北西側　グラウンド
第17投票区 明園小学校 17-01 東区北１５条東１２丁目１番 東くるみ公園　西側
第17投票区 明園小学校 17-02 東区北１７条東１２丁目１番 市住　美香保団地　５号棟
第17投票区 明園小学校 17-03 東区北１８条東１２丁目１番 市住　美香保団地　２号棟
第17投票区 明園小学校 17-04 東区北１６条東１８丁目２番 北１６条おはよう公園　北側
第17投票区 明園小学校 17-05 東区北１６条東１５丁目４番 あざみ公園　西側
第17投票区 明園小学校 17-06 東区北１９条東１４丁目１番 明園小学校　正門
第17投票区 明園小学校 17-07 東区北１８条東１６丁目３番 めぐみ公園　南西側
第17投票区 明園小学校 17-08 東区北１９条東１０丁目４番 北栄公園　西側
第18投票区 東光小学校 18-01 東区北７条東２０丁目１番 道住　苗穂第２グリーン団地　R-8
第18投票区 東光小学校 18-02 東区北６条東１９丁目１番 市住　苗穂団地　４号棟
第18投票区 東光小学校 18-03 東区北１３条東１６丁目３番 大友公園　東側
第18投票区 東光小学校 18-04 東区本町２条１丁目２番 東光小学校　正門
第18投票区 東光小学校 18-05 東区北１３条東１４丁目１番 札幌市交通局高速電車光星変電所
第18投票区 東光小学校 18-06 東区北１３条東１３丁目３番 北１３条たまぞの公園　北側
第18投票区 東光小学校 18-07 東区北８条東１９丁目３番 苗穂グリーン公園　西側
第19投票区 苗穂小学校 19-01 東区北８条東１７丁目２番 白鳩公園　東側
第19投票区 苗穂小学校 19-02 東区北９条東１５丁目１番 希望公園　北東側
第19投票区 苗穂小学校 19-03 東区北９条東１５丁目１番 希望公園　テニスコート側
第19投票区 苗穂小学校 19-04 東区北９条東１３丁目１番 苗穂小学校　北東側
第19投票区 苗穂小学校 19-05 東区北１１条東１２丁目３番 すずかけ公園　北西側
第19投票区 苗穂小学校 19-06 東区北９条東１１丁目２番 新穂公園　西側
第19投票区 苗穂小学校 19-07 東区北８条東９丁目２番 ホップ公園　北側
第20投票区 札幌小学校 20-01 東区伏古１条２丁目１番 札幌小学校　東側
第20投票区 札幌小学校 20-02 東区伏古４条２丁目２番 リング公園　北側
第20投票区 札幌小学校 20-03 東区伏古２条４丁目５番 わかにれ公園　南側
第20投票区 札幌小学校 20-04 東区北２０条東２２丁目２番 さんさん公園　南東側
第20投票区 札幌小学校 20-05 東区伏古４条４丁目４番 チビデカ公園　東側
第20投票区 札幌小学校 20-06 東区伏古１条２丁目１番 伏古公園　北西側
第20投票区 札幌小学校 20-07 東区北２０条東２２丁目２番 さんさん公園　北西側
第21投票区 札幌中学校 21-01 東区北２２条東２１丁目１番 市立札幌開成中等教育学校　西側
第21投票区 札幌中学校 21-02 東区北２４条東２１丁目３番 北２４条玉ちゃん公園　東側
第21投票区 札幌中学校 21-03 東区伏古７条２丁目１番 一の村公園　北側
第21投票区 札幌中学校 21-04 東区伏古８条１丁目１番 札幌中学校　正門
第21投票区 札幌中学校 21-05 東区伏古１０条２丁目６番 東苗穂りんどう公園　北側
第21投票区 札幌中学校 21-06 東区伏古１０条２丁目１７番 ミッキー公園　南側
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第21投票区 札幌中学校 21-07 東区伏古８条１丁目２番 伏古川水再生プラザ　南西側
第21投票区 札幌中学校 21-08 東区北２６条東２２丁目４番 北２６条ホームラン公園　北側
第22投票区 栄南小学校 22-01 東区丘珠町 丘珠空港入口東側（道路用地）
第22投票区 栄南小学校 22-02 東区北３５条東２３丁目６番 丘珠たから公園　東側
第22投票区 栄南小学校 22-03 東区北３５条東２１丁目１番 栄町青い鳥公園　南側
第22投票区 栄南小学校 22-04 東区北３６条東２２丁目９番 丘珠すずかけ公園　西側
第22投票区 栄南小学校 22-05 東区北３７条東２０丁目３番 栄南小学校　正門
第22投票区 栄南小学校 22-06 東区北３６条東２１丁目５番 栄ケ丘公園　南側
第22投票区 栄南小学校 22-07 東区北３６条東２０丁目２番 栄南緑地　南東側
第23投票区 伏古北小学校 23-01 東区北３４条東２７丁目５番 丘珠よつば公園　東側
第23投票区 伏古北小学校 23-02 東区伏古１２条２丁目９番 伏古若草公園　北西側
第23投票区 伏古北小学校 23-03 東区北３７条東２７丁目１番 認定こども園おかだまのもり
第23投票区 伏古北小学校 23-04 東区北３７条東３０丁目２番 丘珠公園　西側
第23投票区 伏古北小学校 23-05 東区北３７条東２９丁目１１番 丘珠１号公園　南側
第23投票区 伏古北小学校 23-06 東区伏古１１条１丁目２番 伏古北小学校　北西側
第23投票区 伏古北小学校 23-07 東区北３４条東２８丁目６番 市住　東新道団地３号棟　西側
第24投票区 丘珠小学校 24-01 東区丘珠町１８３番地２ 丘珠まちづくりセンター
第24投票区 丘珠小学校 24-02 東区北丘珠２条２丁目３番 丘珠みずほちびっこ公園　東側
第24投票区 丘珠小学校 24-03 東区丘珠町８７３番地 札幌市東清掃事務所
第24投票区 丘珠小学校 24-04 東区北丘珠２条２丁目１３番 丘珠みずほ公園　南東側
第24投票区 丘珠小学校 24-05 東区北丘珠２条３丁目１番 丘珠ゆたか緑地
第24投票区 丘珠小学校 24-06 東区北丘珠３条４丁目３番 札幌丘珠鉄工団地協同組合
第24投票区 丘珠小学校 24-07 東区北丘珠４条１丁目１３番 北丘珠みどり公園　北西側
第24投票区 丘珠小学校 24-08 東区丘珠町５９３番地 丘珠小学校　南西向
第25投票区 中沼小学校 25-01 東区中沼町７３番地 中沼小学校　体育館側入口
第25投票区 中沼小学校 25-02 東区中沼町６９番地 道路用地
第25投票区 中沼小学校 25-03 東区中沼４条１丁目３番 道路用地（バス停「中沼小学校通」付近）
第25投票区 中沼小学校 25-04 東区中沼６条３丁目５番 中沼団地第１公園　東側
第25投票区 中沼小学校 25-05 東区中沼町２８番地 道路用地（中沼会館北側）
第25投票区 中沼小学校 25-06 東区中沼西３条１丁目１番 中沼公園　北側
第25投票区 中沼小学校 25-07 東区中沼西１条１丁目１２番 中沼おおぞら公園　北側
第26投票区 福移小学校 26-01 東区中沼町９１番地 道路用地（バス停「福移小学校通」付近）
第26投票区 福移小学校 26-02 東区中沼町２４０番地 福移小中学校　正門
第27投票区 札苗北中学校 27-01 東区東雁来８条４丁目１２番 東雁来すずらん公園　北側
第27投票区 札苗北中学校 27-02 東区東苗穂９条３丁目６番 札苗ゆたか公園　南側
第27投票区 札苗北中学校 27-03 東区東苗穂１０条３丁目１６番 札苗北中学校　北側　体育館入口
第27投票区 札苗北中学校 27-04 東区東雁来９条２丁目１４番 東雁来めぐみ公園　西側
第27投票区 札苗北中学校 27-05 東区東苗穂１２条２丁目３番 東苗穂あつまれ公園　東側
第27投票区 札苗北中学校 27-06 東区東苗穂１０条２丁目２１番 東苗穂北公園　南西側
第27投票区 札苗北中学校 27-07 東区東苗穂９条３丁目２番 札苗北小学校　正門
第27投票区 札苗北中学校 27-08 東区東苗穂１２条１丁目４番 東苗穂はやぶさ公園　南東側
第27投票区 札苗北中学校 27-09 東区東雁来11条１丁目１番 雁穂公園　北西側
第28投票区 札苗中学校 28-01 東区伏古１１条３丁目５番 東苗穂たんぽぽ公園　西側
第28投票区 札苗中学校 28-02 東区伏古１４条３丁目１２番 市住　丘珠団地１号棟　西側
第28投票区 札苗中学校 28-03 東区伏古１１条３丁目１番 ふしこ地区センター　北西側駐車場
第28投票区 札苗中学校 28-04 東区伏古１３条５丁目７番 伏古せきれい公園　北西側
第28投票区 札苗中学校 28-05 東区東苗穂７条１丁目１番 札苗中学校　グラウンド
第28投票区 札苗中学校 28-06 東区伏古１４条５丁目４番 伏古みみずく公園　南西側
第28投票区 札苗中学校 28-07 東区伏古１３条３丁目７番 伏古かっこう公園　東側
第29投票区 札苗小学校 29-01 東区東苗穂６条２丁目１２番 東苗穂いすず公園　北側
第29投票区 札苗小学校 29-02 東区東苗穂７条２丁目１番 札苗中央公園　北側
第29投票区 札苗小学校 29-03 東区東苗穂７条２丁目３番 札苗小学校　正門
第29投票区 札苗小学校 29-04 東区東苗穂７条３丁目３番 東苗穂つつじ公園　北側
第29投票区 札苗小学校 29-05 東区東苗穂８条３丁目１６番 札苗さくらんぼ公園　西側
第29投票区 札苗小学校 29-06 東区東苗穂８条３丁目３番 札苗公園　北側
第29投票区 札苗小学校 29-07 東区東雁来８条１丁目１０番 東雁来さつき公園　西側
第29投票区 札苗小学校 29-08 東区東雁来７条１丁目５番 東雁来わかば公園　南側
第30投票区 本町小学校 30-01 東区本町２条４丁目４番 あさひ公園　南東側
第30投票区 本町小学校 30-02 東区本町２条７丁目１番 本町小学校　旧正門前
第30投票区 本町小学校 30-03 東区本町２条７丁目２番 苗穂・本町地区センター　正面
第30投票区 本町小学校 30-04 東区東苗穂１条３丁目３番 市住　東苗穂団地　１号棟
第30投票区 本町小学校 30-05 東区東苗穂１条２丁目６番 道住　東苗穂団地　R-１９
第30投票区 本町小学校 30-06 東区東苗穂２条２丁目３番 中央バス　東営業所
第30投票区 本町小学校 30-07 東区東苗穂２条１丁目５番 札幌刑務所　北側・斜め筋向いに向けて
第31投票区 東栄中学校 31-01 東区苗穂町３丁目３番 サツラク農協駐車場
第31投票区 東栄中学校 31-02 東区苗穂町３丁目４番 苗穂公園　北東側
第31投票区 東栄中学校 31-03 東区本町１条５丁目１番 ふしこ幼稚園　園庭・南向
第31投票区 東栄中学校 31-04 東区本町１条６丁目２番 東栄公園　西側
第31投票区 東栄中学校 31-05 東区本町１条７丁目２番 東栄中学校　正門
第31投票区 東栄中学校 31-06 東区苗穂町９丁目６番 道住　苗穂グリーン団地　R-2
第31投票区 東栄中学校 31-07 東区苗穂町１３丁目３番 雁来公園　野球場　南東
第32投票区 新生児童会館 32-01 東区北８条東７丁目１番 新生公園　南側
第32投票区 新生児童会館 32-02 東区北８条東７丁目１番 新生公園　グラウンド東側
第32投票区 新生児童会館 32-03 東区北６条東７丁目 ホクレン農業総合研究所　東側
第33投票区 栄町小学校 33-01 東区北３５条東１０丁目２番 北３５条はまなす公園　東側
第33投票区 栄町小学校 33-02 東区北３６条東１３丁目３番 栄町小学校　正門
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第33投票区 栄町小学校 33-03 東区北３６条東１４丁目１番 栄町中学校　グラウンド　北側
第33投票区 栄町小学校 33-04 東区北３５条東８丁目２番 北３５条ハウスA棟　北側・北向
第33投票区 栄町小学校 33-05 東区北３８条東１４丁目３番 北３８条団地さんぱち公園　東側
第33投票区 栄町小学校 33-06 東区北３６条東１３丁目３番 栄町小学校　グラウンド
第34投票区 開成小学校 34-01 東区北１９条東２１丁目５番 北１９条そよかぜ公園　北東側
第34投票区 開成小学校 34-02 東区北２０条東１６丁目３番 市住　北東団地　１号棟前公園
第34投票区 開成小学校 34-03 東区北２１条東１７丁目２番 ひばり公園　西側
第34投票区 開成小学校 34-04 東区北２２条東１９丁目２番 元町公園　西側
第34投票区 開成小学校 34-05 東区北２０条東１９丁目３番 あすなろ公園　西側
第34投票区 開成小学校 34-06 東区北２１条東２１丁目３番 開成小学校　正門
第34投票区 開成小学校 34-07 東区北１９条東２０丁目３番 元町まちづくりセンター向いゲートボール場
第35投票区 伏古小学校 35-01 東区伏古１０条３丁目７番 モーモー公園　東側
第35投票区 伏古小学校 35-02 東区伏古９条５丁目５番 タイガー公園　南側
第35投票区 伏古小学校 35-03 東区伏古８条５丁目２番 伏古小学校　グラウンド
第35投票区 伏古小学校 35-04 東区伏古８条５丁目２番 伏古小学校　正門
第35投票区 伏古小学校 35-05 東区伏古８条３丁目７番 風っ子公園　北側
第35投票区 伏古小学校 35-06 東区伏古６条３丁目３番 たまねぎちゃん公園　北東側
第35投票区 伏古小学校 35-07 東区伏古７条５丁目１番 のびのび公園　南側
第36投票区 元町中学校 36-01 東区北２８条東１８丁目３番 元村公園　南側
第36投票区 元町中学校 36-02 東区北２８条東１８丁目３番 元村公園　北西角付近
第36投票区 元町中学校 36-03 東区北２７条東１６丁目１番 道立札幌高等技術専門学院　北側フェンス
第36投票区 元町中学校 36-04 東区北２７条東１９丁目４番 北２７条ゆめのくに公園　南東側
第36投票区 元町中学校 36-05 東区北２８条東２０丁目１番 元町中学校　東側
第36投票区 元町中学校 36-06 東区北３０条東２０丁目５番 北３０条にじの丘公園　西側
第36投票区 元町中学校 36-07 東区北３２条東１８丁目５番 北３２条いずみ公園　南側
第36投票区 元町中学校 36-08 東区北３０条東１９丁目２番 西松屋札幌東店駐車場　西側
第37投票区 栄緑小学校 37-01 東区北４９条東１７丁目４番 栄町ゆうらく公園（それいゆ団地）　西側
第37投票区 栄緑小学校 37-02 東区北４９条東９丁目２番 第２新和公園　南東側
第37投票区 栄緑小学校 37-03 東区北４９条東１４丁目８番 栄町ほまれ第２公園　東側
第37投票区 栄緑小学校 37-04 東区北５１条東９丁目７番 さかえけやき公園　東側
第37投票区 栄緑小学校 37-05 東区北５１条東１０丁目１番 栄緑小学校　東側
第37投票区 栄緑小学校 37-06 東区北５１条東１４丁目１番 栄町どんぐり公園　南東角
第37投票区 栄緑小学校 37-07 東区北４９条東１４丁目５番 栄町ほまれ公園　南側
第38投票区 札苗緑小学校 38-01 東区東苗穂１３条３丁目１１番 東苗穂１３条わんぱく公園　北側
第38投票区 札苗緑小学校 38-02 東区東雁来１３条２丁目１１番 東雁来しんかわ公園　西側
第38投票区 札苗緑小学校 38-03 東区東苗穂１３条４丁目９番 札苗緑小学校　北側
第38投票区 札苗緑小学校 38-04 東区東苗穂１２条３丁目１５番 農本中チューリップ公園　北西側
第38投票区 札苗緑小学校 38-05 東区東苗穂１４条１丁目８番 東苗穂レインボー公園　南東側
第38投票区 札苗緑小学校 38-06 東区東苗穂１４条２丁目１６番 東苗穂いずみ公園　西側
第38投票区 札苗緑小学校 38-07 東区東苗穂１３条２丁目１８番 東苗穂青空公園　南東側
第38投票区 札苗緑小学校 38-08 東区東雁来町３８７番地 中央バス　バス回転場所
第39投票区 東苗穂小学校 39-01 東区東苗穂５条１丁目５番 北海道電力ネットワーク(株)
第39投票区 東苗穂小学校 39-02 東区東苗穂５条２丁目３番 東苗穂小学校　体育館入口
第39投票区 東苗穂小学校 39-03 東区東苗穂５条３丁目７番 東苗穂５条みつば公園　西側
第39投票区 東苗穂小学校 39-04 東区東苗穂４条２丁目１番 東苗穂みどり公園　西側
第39投票区 東苗穂小学校 39-05 東区東苗穂５条２丁目３番 東苗穂公園　北側
第39投票区 東苗穂小学校 39-06 東区東苗穂３条２丁目６番 東苗穂すみれ公園　南側
第39投票区 東苗穂小学校 39-07 東区東苗穂４条１丁目５番 東苗穂ナナカマド公園　東側
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