
札幌市所管施設の取組状況

住所 取組状況 備考
問い合わせ先

電話番号

北1条西2丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-2052（総務局庁舎管理課）

南8条西2丁目5-2 敷地内禁煙（喫煙所なし） 521-0205

北11条西13丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 726-2500

北4条西5丁目アスティ45 12階 施設内禁煙（喫煙所なし） 218-7500

南1条東1丁目5（大通ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1号館） 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-2492（まちづくり政策局都市交通課）

北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-3912

北4条西5丁目アスティ45 9階 施設内禁煙（喫煙所なし） 207-3912

大通西4丁目地下1階 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-2296（市民文化局戸籍住民課）

南2条東6丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 271-5471

大通西13丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 251-0731

北1条西2丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 231-0838

中島公園1-20 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-1951

中島公園1番日本庭園内 敷地内禁煙（喫煙所なし） 531-0029

北2条東6丁目2番地 敷地内禁煙（喫煙所なし） 232-0450

南22条西13丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 512-5430

北1条西3丁目3番地ばらと北一条ビル6階 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-3044（スポーツ局企画事業課）

北1条西3丁目3番地ばらと北一条ビル8階 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-3042（スポーツ局調整課）

北1条西3丁目3番地敷島北一条ビル6階 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-3044（スポーツ局企画事業課）

大通東5丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-3045（スポーツ局施設課）

中島公園1-5 敷地内禁煙（喫煙所なし） スポーツ部が管理する敷地内 211-3045（スポーツ局施設課）

宮ヶ丘3番地 敷地内禁煙（喫煙所なし） スポーツ部が管理する敷地内 211-3045（スポーツ局施設課）

宮の森1274 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-3045（スポーツ局施設課）

宮の森1条18丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-3045（スポーツ局施設課）

宮の森902外 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-3045（スポーツ局施設課）

宮の森1274 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-3045（スポーツ局施設課）

南15条西4丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） スポーツ部が管理する敷地内 211-3045（スポーツ局施設課）

大通西19丁目1-1（社会福祉総合センター内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 614-1001

大通西19丁目1 屋内禁煙（喫煙所あり） 211-2972(保健福祉局介護保険課）

大通西19丁目１ 敷地内禁煙（喫煙所なし） 631-6747

大通西19丁目（ＷＥＳＴ19） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 622-5190

大通西19丁目（ＷＥＳＴ19） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-2936(保健福祉局障がい福祉課）

北7条西26丁目（児童福祉総合センター内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 821-0070（子ども発達支援総合センター地域支援課）

北7条西26丁目（児童福祉総合センター内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 821-0070（子ども発達支援総合センター地域支援課）

大通西19丁目（ＷＥＳＴ19） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 622-5151（保健所健康企画課）

大通西19丁目（ＷＥＳＴ19） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 622-5151（保健所健康企画課）

南3条西11丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 622-5151（保健所健康企画課）

南1条東1丁目5（大通ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1号館） 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-2982(子ども未来局子ども企画課）

中島公園1-1 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-2942(子ども未来局子どもの権利推進課）

南1条東2丁目（大通ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2号館） 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-2942(子ども未来局子どもの権利推進課）

南3条西7丁目（資生館小学校内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-2988(子ども未来局子育て支援課）

大通西19丁目（社会福祉総合センター内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-2988(子ども未来局子育て支援課）

大通西19丁目（社会福祉総合センター内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-2988(子ども未来局子育て支援課）

北7条西26丁目1-1 敷地内禁煙（喫煙所なし） 622-8620

北1条西2丁目 経済センタービル2階 施設内禁煙（喫煙所なし） 200-5511

北12条西20丁目2－2 施設内禁煙（喫煙所なし） 611-3111

宮ヶ丘3番地1 敷地内禁煙（喫煙所なし） 621-1426(円山動物園）

北1条西1丁目（さっぽろ創世スクエア内地下1階） 屋内禁煙（喫煙所なし） 211-2456（建設局自転車対策担当課）

北5条西5丁目 屋内禁煙（喫煙所なし） 211-2456（建設局自転車対策担当課）

北1条西2丁目1札幌時計台ビル 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-2552（建設局用地管理課）

南1条東1丁目5（大通ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1号館） 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-2533（建設局みどりの推進課）

宮ヶ丘3丁目 屋内禁煙（喫煙所なし） 211-2536（建設局みどりの管理課）

北4条西28丁目1 屋内禁煙（喫煙所なし） 232-1776(交通局運輸課）

大通西27丁目1-1 敷地内禁煙（喫煙所なし） 232-1776(交通局運輸課）

大通西2丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 896-2711(交通局総務課）

南6条西1丁目3-1 敷地内禁煙（喫煙所なし） 896-2711(交通局総務課）

南21条西16丁目2-20 敷地内禁煙（喫煙所なし） 896-2711(交通局総務課）

大通東11丁目23 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-7007

伏見4丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-7007(水道局総務課）

伏見4丁目6 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-7007(水道局総務課）

北11条西13丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 726-2211

南4条西10丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 215-2020

南4条西10丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 215-2120

北4条西22丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 215-2120（中央消防署）

宮の森2条11丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 215-2120（中央消防署）

南8条西2丁目5-44 敷地内禁煙（喫煙所なし） 215-2120（中央消防署）

南11条西21丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 215-2120（中央消防署）

南23条西10丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 215-2120（中央消防署）

南3条西11丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 231-2400

南2条西10丁目 施設内禁煙（喫煙所なし） 271-1100

北1条西2丁目1番地札幌時計台ビル10階 施設内禁煙（喫煙所なし） 251-6353

北2条東2丁目2-1 施設内禁煙（喫煙所なし） 251-8119

北1条東10丁目15-9 敷地内禁煙（喫煙所なし） 261-3669

南2条東6丁目2-1（市民ギャラリー内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 241-1696

南8条西2丁目5 敷地内禁煙（喫煙所なし） 521-0204

南5条西7丁目3 施設内禁煙（喫煙所なし） 521-2384

南11条西10丁目1-6 敷地内禁煙（喫煙所なし） 511-0116

東北まちづくりセンター

苗穂まちづくりセンター

東まちづくりセンター

豊水まちづくりセンター

西創成まちづくりセンター

曙まちづくりセンター

中央区役所

中央区民センター

本府・中央まちづくりセンター

中央消防署

桑園出張所

宮の森出張所

豊水出張所

幌西出張所

山鼻出張所

市立札幌病院

消防局庁舎

藻岩浄水場

水道記念館

水道局庁舎

乗務庁舎（東豊線）

電車事業所庁舎

乗務庁舎（南北線）

西28丁目バスターミナル

円山バスターミナル

庁舎（バスセンタービル）

円山公園管理事務所

円山動物園

北1西1地下自転車駐車場

札幌駅5・5自転車等駐車場

庁舎（時計台ビル）

中央卸売市場

札幌中小企業支援センター

ひとり親家庭支援センター（社会福祉総合センター内）

保育センター（社会福祉総合センター内）

児童相談所（児童福祉総合センター内）

子育て支援総合センター（札幌都心部子ども関連複合施設内）

こども人形劇場（こぐま座）

若者支援総合センター

中央健康づくりセンター

庁舎（大通バスセンタービル）

発達医療センター

はるにれ学園

保健所（WEST19内）

夜間急病センター（WEST19内）

札幌市視聴覚障がい者情報センター

札幌こころのセンター（精神保健福祉センター（WEST19内））

地域生活支援センターさっぽろ（WEST19内）

長生園

中央老人福祉センター（社会福祉総合センター内）

円山総合運動場

大倉山ジャンプ競技場

宮の森ジャンプ競技場

荒井山シャンツェ

札幌オリンピックミュージアム

中島公園庭球場

埋蔵文化財センター

庁舎（ばらと北一条ビル）

庁舎（ばらと北一条ビル）

庁舎（敷島北一条ビル）

中央体育館

中島体育センター

旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮

札幌市資料館

時計台

豊平館

八窓庵（旧舎那院忘筌）

札幌市民ギャラリー

大通証明サービスコーナー

大通バスセンター

中央市税事務所

北部市税事務所

札幌市立大学　桑園キャンパス

札幌市立大学　サテライトキャンパス

施設名

市役所本庁舎

公文書館

1



札幌市所管施設の取組状況

南23条西10丁目1-13 敷地内禁煙（喫煙所なし） 511-0116

南11条西14丁目1-20 敷地内禁煙（喫煙所なし） 561-3256

南2条西15丁目291-98 敷地内禁煙（喫煙所なし） 280-7033

南9条西21丁目1-1 敷地内禁煙（喫煙所なし） 561-2472

北1条西23丁目1-18 敷地内禁煙（喫煙所なし） 611-3367

北7条西15丁目28 敷地内禁煙（喫煙所なし） 621-3405

宮の森2条11丁目1-3 敷地内禁煙（喫煙所なし） 644-8760

南9条西18丁目1-32 敷地内禁煙（喫煙所なし） 520-1700

北1条東10丁目15-9 敷地内禁煙（喫煙所なし） 261-3669

南2条東6丁目2-1（市民ギャラリー内） 敷地内禁煙（喫煙所なし） 241-1696

南8条西2丁目5 敷地内禁煙（喫煙所なし） 521-0204

南11条西10丁目1-6 敷地内禁煙（喫煙所なし） 511-0116

南23条西10丁目1-13 敷地内禁煙（喫煙所なし） 511-6371

南11条西14丁目1-20 敷地内禁煙（喫煙所なし） 561-3256

南2条西15丁目291-98 敷地内禁煙（喫煙所なし） 280-7033

南9条西21丁目1-1 敷地内禁煙（喫煙所なし） 561-2472

北1条西23丁目1-18 敷地内禁煙（喫煙所なし） 611-3367

北7条西15丁目28 敷地内禁煙（喫煙所なし） 621-3405

宮の森2条11丁目1-3 敷地内禁煙（喫煙所なし） 644-8760

北12条西23丁目2-5 S.D.C.北12条ビル2階 施設内禁煙（喫煙所なし） 614-5800

南3条西11丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 511-7221

北2条西2丁目（ＳＴＶ北2条ビル内） 施設内禁煙（喫煙所なし） 211-3825（教育委員会総務課）

中島公園1-17 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-3871(教育委員会生涯学習推進課）

北1条西1丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 211-3871(教育委員会生涯学習推進課）

南22条西13丁目 敷地内禁煙（喫煙所なし） 512-7330

北1条西1丁目（さっぽろ創世スクエア内） 施設内禁煙（喫煙所なし） 208-1113(中央図書館運営企画課）図書・情報館（さっぽろ創世スクエア内）

市民ホール（カナモトホール）

中央図書館

天文台

庁舎（ＳＴＶ北２条ビル内）

宮の森明和地区会館

中央区土木センター

中央保健センター

山鼻会館

幌西会館

大通・西地区会館（二条小、二条はるにれ児童会館併設）

南円山会館

円山会館（円山児童会館併設）

桑園ふれあいセンター（桑園児童会館併設）

宮の森まちづくりセンター　

旭山公園通地区センター

苗穂会館（苗穂はるにれ児童会館併設）

東地区会館

豊水会館（公文書館併設）

曙会館

山鼻まちづくりセンター　

幌西まちづくりセンター　

大通・西まちづくりセンター　

南円山まちづくりセンター　

円山まちづくりセンター　

桑園まちづくりセンター　
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