
札幌市国民保護計画に基づく避難施設一覧

区 施設名称 所在地 緊急一時避難施設

旭ヶ丘公園 中央区旭ヶ丘１丁目

西円山みどり公園 中央区円山西町１丁目

西円山どんぐり公園 中央区円山西町４丁目

西円山あおぞら公園 中央区円山西町９丁目

宮の森グリーン公園 中央区宮の森２条３丁目

宮の森ジャンボ公園 中央区宮の森２条５丁目

宮の森こぶし公園 中央区宮の森２条１７丁目

宮の森くまの子公園 中央区宮の森３条１丁目

宮の森公園 中央区宮の森３条５丁目

宮の森杉の子公園 中央区宮の森３条９丁目

宮の森緑地 中央区宮の森３条１１丁目

宮の森かしわ公園 中央区宮の森４条３丁目

宮の森こだま公園 中央区宮の森４条１０丁目

大通公園 中央区大通西１１～１２丁目

東橋公園 中央区大通東１２～１３丁目

七条公園 中央区南７条西１１丁目

なかよし公園 中央区南７条西１８丁目

山麓公園 中央区南７条西２４丁目

南９条緑地 中央区南９条西１０丁目

幌西やくも公園 中央区南９条西１６丁目

緑ヶ丘公園 中央区南１０条西２３丁目

南11条おおたに公園 中央区南１１条西１６丁目

あかしや公園 中央区南１２条西２１丁目

伏見公園 中央区南１３条西２３丁目

山鼻公園 中央区南１４条西１０丁目

幌西自転車公園 中央区南１４条西１８丁目

花園公園 中央区南１６条西１９丁目

山元公園 中央区南１９条西１６丁目

西山鼻公園 中央区南２０条西１２丁目

南23条西こぶし公園 中央区南２３条西１４丁目

南25条西12丁目公園 中央区南２５条西１２丁目

伏見こまどり公園 中央区伏見３丁目

豊平川緑地 中央区豊平川堤外地

東７丁目緑地 中央区北１条東７丁目

永山記念公園 中央区北２条東６丁目

二中公園 中央区北３条西１８丁目

共栄公園 中央区北４条西２６丁目

北円山わらしっこ公園 中央区北６条西２６丁目

やちだも公園 中央区北７～８条西２３丁目

北７条赤い実公園 中央区北７条西１３丁目

桑園公園 中央区北７条西１８丁目

北円山公園 中央区北７条西２６丁目

日新公園 中央区北８条西２５丁目

桑の実公園 中央区北１０条西１８丁目

どんぐり公園 中央区北１０条西２２丁目

円山公園 中央区宮が丘，円山西町8丁目，宮の森1～2条14丁目他

旭山記念公園 中央区界川４丁目
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区 施設名称 所在地 緊急一時避難施設

中島公園 中央区中島公園，南14条西５丁目，南15条西４丁目

大倉山小学校 中央区宮の森３条１３丁目

宮の森中学校 中央区宮の森１条１６丁目

宮の森小学校 中央区宮の森４条６丁目

三角山小学校 中央区宮の森４条１１丁目

中央小学校 中央区大通東６丁目

二条小学校 中央区南２条西１５丁目

資生館小学校 中央区南３条西７丁目 ○

啓明中学校 中央区南９条西２２丁目

あけぼのアート＆コミュニティーセンター 中央区南１１条西９丁目 ○

幌西小学校 中央区南１０条西１７丁目

緑丘小学校 中央区南１０条西２２丁目

中島中学校 中央区南１２条西７丁目 ○

山鼻小学校 中央区南１４条西１０丁目 ○

伏見中学校 中央区南１６条西１７丁目

伏見小学校 中央区南１８条西１５丁目

幌南小学校 中央区南２１条西５丁目 ○

柏中学校 中央区南２１条西５丁目 ○

山鼻中学校 中央区南２３条西１３丁目

山鼻南小学校 中央区南２９条西１２丁目

盤渓小学校 中央区盤渓２２６番地４

円山小学校 中央区北１条西２５丁目

中央中学校 中央区北４条東３丁目

向陵中学校 中央区北４条西２８丁目

桑園小学校 中央区北８条西１７丁目

日新小学校 中央区北８条西２５丁目

札幌旭丘高校 中央区旭ヶ丘６丁目 ○

中央区民センター 中央区南２条西１０丁目 ○

旭山公園通地区センター 中央区南９条西１８丁目１番３２号 ○

円山児童会館 中央区北１条西２３丁目１番１８号 ○

宮の森会館（宮の森児童会館） 中央区宮の森２条５丁目２番２１号 ○

中島児童会館 中央区中島公園１番１号 ○

山鼻児童会館 中央区南２４条西１３丁目１番１号 ○

中央体育館 中央区北４条東３丁目 ○

北海道庁前広場 中央区北３条西６丁目

北海道知事公館前庭 中央区北１～２条西１５～１６丁目

道立近代美術館 中央区北１条西１７丁目 ○

北海道札幌西高等学校 中央区宮の森４条８丁目１番地 ○

北海道札幌西高等学校グラウンド 中央区宮の森４条８丁目１番地

北海道札幌南高等学校 中央区南１８条西６丁目１－１ ○

北海道札幌南高等学校グラウンド 中央区南１８条西６丁目１－１

札幌静修高等学校 中央区南１６条西６丁目 ○

札幌龍谷学園高等学校 中央区北4条西19丁目1-2 ○

札幌大通高校 中央区北２条西１１丁目 ○

北海道札幌伏見支援学校 中央区伏見４丁目４番21号 ○

北海道札幌伏見支援学校屋内体育館 中央区伏見４丁目４番21号

北海道札幌伏見支援学校グラウンド 中央区伏見４丁目４番21号
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札幌駅前地下歩行空間
中央区大通西３～４丁目、北１条西３～４丁目、北２条西３～４丁
目、北３条西３丁目～４丁目

○

北一条地下駐車場（地下歩道） 中央区北１条西４丁目～５丁目 ○

西２丁目地下歩道 中央区北１条西２丁目 ○

市営地下鉄南北線さっぽろ駅 中央区北４条西４丁目 ○

市営地下鉄南北線大通駅 中央区大通西４丁目 ○

市営地下鉄南北線すすきの駅 中央区南４条西４丁目 ○

市営地下鉄南北線中島公園駅 中央区南９条西４丁目 ○

市営地下鉄南北線幌平橋駅 中央区南１５条西４丁目 ○

市営地下鉄東西線西２８丁目駅 中央区北４条西２８丁目 ○

市営地下鉄東西線円山公園駅 中央区南１条西２５丁目 ○

市営地下鉄東西線西１８丁目駅 中央区大通西１８丁目 ○

市営地下鉄東西線西１１丁目駅 中央区大通西１１丁目 ○

市営地下鉄東西線大通駅 中央区大通西４丁目 ○

市営地下鉄東西線バスセンター前駅 中央区南１条東４丁目 ○

市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 中央区北４条西２丁目 ○

市営地下鉄東豊線大通駅 中央区大通西２丁目 ○

市営地下鉄東豊線豊水すすきの駅 中央区南６条西２丁目 ○

さっぽろ地下街ポールタウン 中央区南１条～南４条西３丁目～西４丁目 ○

さっぽろ地下街オーロラタウン 中央区大通西１～３丁目 ○

札幌駅南口広場地下街アピア 中央区北５条西４丁目 ○
あいの里きのこ公園 北区あいの里１条３丁目
あいの里すぎのこ公園 北区あいの里２条１丁目
あいの里西公園 北区あいの里２条３丁目
あいの里東公園 北区あいの里２条７丁目
あいの里北公園 北区あいの里３条５丁目
あいの里たけのこ公園 北区あいの里４条３丁目
あいの里めだか公園 北区あいの里４条６丁目
篠路双葉公園 北区篠路１条７丁目
篠路駅前西公園 北区篠路４条３丁目
篠路駅前南公園 北区篠路４条６丁目
上篠路公園 北区篠路４条９丁目
篠路サクラ公園 北区篠路４条９丁目
篠路ハルニレ公園 北区篠路４条10丁目
篠路駅前中央公園 北区篠路５条５丁目
篠路川あい公園 北区篠路５条１０丁目
篠路みどり公園 北区篠路８条５丁目
篠路こぐま公園 北区篠路８条６丁目
篠路あさひ公園 北区篠路９条３丁目
十軒青空公園 北区篠路町上篠路３１３
新光公園 北区新琴似１条１１丁目
新琴似プラタナス公園 北区新琴似１条１１丁目
新琴似風の子公園 北区新琴似１条１３丁目
新琴似新星公園 北区新琴似３条４丁目
新琴似二番通公園 北区新琴似３条８～９丁目
新琴似グリーン公園 北区新琴似４条１４丁目
新琴似安春公園 北区新琴似５条４丁目
新琴似むつみ公園 北区新琴似６条８丁目
新琴似三和ぐるっぺ公園 北区新琴似６条１３丁目
新琴似のびっこ公園 北区新琴似６条１６丁目
新琴似第一公園 北区新琴似９条２丁目
新琴似西公園 北区新琴似８条１４丁目
新琴似はづき公園 北区新琴似１０条８丁目
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新琴似北公園 北区新琴似１１条５丁目
新六公園 北区新琴似１１条７丁目
新琴似めばえ公園 北区新琴似１２条８丁目
新川にしまきば公園 北区新川２条３丁目
新川まきば公園 北区新川３条７丁目
新川北風公園 北区新川３条１２丁目
新川なかよし公園 北区新川３条１４丁目
新川２号公園 北区新川４条６丁目
新川３号公園 北区新川５条５丁目
太平なかよし公園 北区太平４条５丁目
太平杉の子公園 北区太平８条６丁目
太平こども公園 北区太平９条５丁目
太平あおぞら公園 北区太平１０条６丁目
太平公園 北区太平１２条３丁目
拓北ナナカマド公園 北区拓北２条３丁目
拓北日の出公園 北区拓北２条４丁目
拓北ひまわり公園 北区拓北４条３丁目
拓北あおぞら公園 北区拓北４条３丁目
拓北ちびっこ公園 北区拓北６条１丁目
拓北西公園 北区拓北６条２丁目
拓北すみれ公園 北区拓北７条３丁目
屯田すくすく公園 北区屯田１条１丁目
屯田いちに公園 北区屯田１条２丁目
屯田ポプラ公園 北区屯田１条２丁目
屯田いちにみどり公園 北区屯田１条２丁目
屯田みどり公園 北区屯田２条１丁目
屯田トレイン公園 北区屯田２条１丁目
屯田すこやか公園 北区屯田２条２丁目
屯田さわやか公園 北区屯田２条３丁目
屯田風の子公園 北区屯田２条４丁目
屯田のびのび公園 北区屯田２条５丁目
屯田よつば公園 北区屯田３条２丁目
屯田チビッコ公園 北区屯田３条２丁目
屯田中央公園 北区屯田３条３丁目
屯田南緑地 北区屯田３条４丁目
屯田すみれ公園 北区屯田３条４丁目
屯田たんぽぽ公園 北区屯田３条５丁目
屯田むつみ公園 北区屯田３条８丁目
屯田もみじ公園 北区屯田４条１丁目
屯田ピノキオ公園 北区屯田４条２丁目
屯田さくら公園 北区屯田４条３丁目
屯田４丁目ハチドリ公園 北区屯田４条４丁目
屯田中央ひまわり公園 北区屯田４条５丁目
屯田中央ひまわり西公園 北区屯田４条５丁目
屯田バンビ公園 北区屯田４条５丁目
屯田ポテト公園 北区屯田４条６丁目
屯田ハマナス公園 北区屯田４条６丁目
屯田すずらん公園 北区屯田４条７丁目
屯田第４すずらん公園 北区屯田４条７丁目
屯田しらかば公園 北区屯田４条８丁目
屯田第３すずらん公園 北区屯田４条８丁目
屯田第５すずらん公園 北区屯田４条８丁目
屯田あすなろ公園 北区屯田５条１丁目
屯田ありんこ公園 北区屯田５条１丁目
屯田かっこう公園 北区屯田５条１丁目
屯田花園公園 北区屯田５条２丁目
屯田ひよこ公園 北区屯田５条２丁目
屯田なかよし公園 北区屯田５条３丁目
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屯田二番通中央ひまわり公園 北区屯田５条４丁目
屯田つくし公園 北区屯田５条５丁目
屯田ライラック公園 北区屯田５条６丁目
屯田ファミリー公園 北区屯田５条８丁目
屯田あかしやちびっこ公園 北区屯田５条８丁目
屯田こじか公園 北区屯田５条９丁目
屯田第２すずらん公園 北区屯田５条９丁目
屯田わんぱく公園 北区屯田５条１０丁目
屯田スクラム公園 北区屯田５条１１丁目
屯田イーグル公園 北区屯田５条１２丁目
屯田はやて公園 北区屯田５条１２丁目
屯田草ぶえ公園 北区屯田６条１丁目
屯田どんぐり公園 北区屯田６条３丁目
屯田みずほ東公園 北区屯田６条５丁目
屯田みずほ西公園 北区屯田６条９丁目
屯田ひばり公園 北区屯田６条１１丁目
屯田創成の里７条東公園 北区屯田７条１丁目
屯田たもの木公園 北区屯田７条２丁目
屯田しかく公園 北区屯田７条２丁目
屯田わかくさ公園 北区屯田７条３丁目
屯田やよい公園 北区屯田７条４丁目
屯田北の子公園 北区屯田７条５丁目
屯田開拓公園 北区屯田７条７丁目
屯田ふるさと公園 北区屯田７条９丁目
屯田とんぼ公園 北区屯田７条１１丁目
屯田つくしんぼ公園 北区屯田８条１丁目
屯田ドレミファ公園 北区屯田８条１丁目
屯田サニー公園 北区屯田８条２丁目
屯田公園 北区屯田８条６丁目
屯田わかば公園 北区屯田８条７丁目
屯田北公園 北区屯田８条９丁目外
屯田さつき公園 北区屯田８条１１丁目
屯田夏の雲公園 北区屯田８条１２丁目
屯田ぼうふうりん公園 北区屯田９条１丁目
屯田ゆうやけ公園 北区屯田９条１丁目
屯田ひがし公園 北区屯田９条２丁目
屯田春の風公園 北区屯田９条５丁目
屯田かげろう公園 北区屯田９条７丁目
屯田秋の陽公園 北区屯田９条９丁目
屯田こもれび公園 北区屯田９条１０丁目
屯田あおば公園 北区屯田９条１２丁目
屯田とんび公園 北区屯田１０条１丁目
屯田青空公園 北区屯田１０条１丁目
屯田チャイルド公園 北区屯田１０条３丁目
屯田あさぎり公園 北区屯田１１条３丁目
太平たんぽぽ公園 北区百合が原８丁目
さつき公園 北区北１１条西２丁目
あじさい公園 北区北１９条西３丁目
幌北公園 北区北２０条西７丁目
北23条くれない公園 北区北２３条西８丁目
若草公園 北区北２５条西７丁目
北25条ちびっこ公園 北区北２５条西１４丁目
北29条ひかり公園 北区北２９条西６丁目
北30条西9丁目公園 北区北３０条西９丁目
北35条めぐみ公園 北区北３５条西１０丁目
北37条リバーサイド公園 北区北３７条西２丁目
北38条いなほ公園 北区北３８条西３丁目
麻生緑地 北区北３９条西５丁目
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札幌市国民保護計画に基づく避難施設一覧
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麻生南公園 北区麻生町２丁目
麻生北公園 北区麻生町４丁目
あいの里公園 北区あいの里４条８丁目
百合が原公園 北区百合が原公園
新川中央公園 北区新川４条１４丁目
屯田西公園 北区屯田４条９～１０丁目
新川小学校 北区新川５条１５丁目
拓北小学校 北区あいの里２条１丁目
あいの里西小学校 北区あいの里２条３丁目
あいの里東中学校 北区あいの里２条７丁目 ○
鴻城小学校 北区あいの里３条６丁目
あいの里東小学校 北区あいの里３条７丁目 ○
太平小学校 北区篠路１条２丁目
篠路小学校 北区篠路４条９丁目
篠路西小学校 北区篠路５条２丁目
篠路西中学校 北区篠路６条２丁目
篠路中学校 北区篠路町篠路３６８番地
上篠路中学校 北区篠路町上篠路１１６番地
新琴似南小学校 北区新琴似１条３丁目 ○
新光小学校 北区新琴似１条１２丁目 ○
光陽中学校 北区新琴似４条１１丁目
光陽小学校 北区新琴似５条１１丁目 ○
新琴似小学校 北区新琴似７条３丁目
新琴似中学校 北区新琴似７条４丁目
新琴似北中学校 北区新琴似１０条１０丁目
新琴似緑小学校 北区新琴似１０条１１丁目
新琴似北小学校 北区新琴似１１条６丁目
新琴似西小学校 北区新琴似１１条１５丁目
新川中央小学校 北区新川３条３丁目
新川中学校 北区新川４条３丁目 ○
新川西中学校 北区新川４条１５丁目
太平南小学校 北区太平１条１丁目
太平中学校 北区太平８条２丁目
茨戸小学校 北区東茨戸１条２丁目
屯田南小学校 北区屯田５条４丁目
屯田中央中学校 北区屯田６条８丁目
屯田西小学校 北区屯田６条１０丁目 ○
屯田小学校 北区屯田７条６丁目
屯田北小学校 北区屯田９条３丁目 ○
屯田北中学校 北区屯田９条４丁目 ○
百合が原小学校 北区百合が原６丁目 ○
北九条小学校 北区北９条西１丁目
北辰中学校 北区北１８条西２丁目 ○
幌北小学校 北区北１９条西２丁目
白楊小学校 北区北２４条西７丁目
新陽小学校 北区北２７条西１４丁目 ○
北陽小学校 北区北３１条西９丁目 ○
北陽中学校 北区北３４条西７丁目
和光小学校 北区北３４条西７丁目
札幌新川高校 北区新川５条１４丁目
白楊幼稚園 北区北２４条西７丁目 ○
札幌市北区民センター 北区北２５条西６丁目 ○
札幌市篠路コミュニティセンター 北区篠路3条8丁目１１－１ ○
札幌市拓北・あいの里地区センター 北区あいの里１条６丁目１－６ ○
札幌市新琴似・新川地区センター 北区新琴似２条８丁目１-２０ ○
札幌市太平百合が原地区センター 北区太平12条2丁目1-17 ○
札幌市屯田地区センター 北区屯田５条６丁目３番２１号 ○
篠路児童会館 北区篠路４条９丁目２番１号
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新琴似児童会館 北区新琴似１１条７丁目３番１６号
幌北児童会館 北区北１７条西６丁目１番２０号
北区体育館 北区新琴似８条２丁目 ○
麻生球場 北区麻生町７丁目
北海道札幌北陵高等学校 北区屯田７条８丁目５－１ ○
北海道札幌北陵高等学校グラウンド 北区屯田７条８丁目５－１
北海道札幌工業高等学校 北区北２０条西１３丁目 ○
北海道札幌工業高等学校グラウンド 北区北２０条西１３丁目
北海道札幌北高等学校 北区北２５条西１１丁目 ○
北海道札幌北高等学校グラウンド 北区北２５条西１１丁目
北海道札幌英藍高等学校 北区篠路町篠路３７２番地６７ ○
北海道札幌英藍高等学校グラウンド 北区篠路町篠路３７２番地６７
篠路清掃工場 北区篠路町福移１５３番地
北海道札幌あいの里高等支援学校 北区あいの里４条７丁目１番１号 ○
北海道札幌あいの里高等支援学校屋内体育館 北区あいの里４条７丁目１番１号
北海道札幌あいの里高等支援学校グラウンド 北区あいの里４条７丁目１番１号
札幌駅北口地下駐車場 北区北７条西３丁目 ○
札幌駅北口１号・２号地下歩道 北区北７条西３丁目～北８条西３丁目 ○
市営地下鉄南北線麻生駅 北区北４０条西５丁目 ○
市営地下鉄南北線北３４条駅 北区３３条西４丁目 ○
市営地下鉄南北線北２４条駅 北区北２３条西４丁目 ○
市営地下鉄南北線北１８条駅 北区北１８条西４丁目 ○
市営地下鉄南北線北１２条駅 北区北１２条西４丁目 ○
丘珠ひばり公園 東区丘珠町７２６番地
中沼団地第３公園 東区中沼町５９番地
中沼団地第１公園 東区中沼町５９番地２３
東雁来わかば公園 東区東雁来７条１丁目
東苗穂すみれ公園 東区東苗穂３条２丁目
東苗穂公園 東区東苗穂５条２丁目
札苗中央公園 東区東苗穂７条２丁目
東苗穂つつじ公園 東区東苗穂７条３丁目
札苗公園 東区東苗穂８条３丁目
東苗穂北公園 東区東苗穂１０条２丁目
農本ライラック公園 東区東苗穂１１条２丁目
東苗穂青空公園 東区東苗穂１３条２丁目
東苗穂ひばり公園 東区東苗穂１３条３丁目
苗穂公園 東区苗穂町３丁目
雁来公園 東区苗穂町１３丁目
伏古ドレミファ公園 東区伏古１条５丁目
わかにれ公園 東区伏古２条４丁目
リング公園 東区伏古４条２丁目
チビデカ公園 東区伏古４条４丁目
たまねぎちゃん公園 東区伏古６条３丁目
一の村公園 東区伏古７条２丁目
のびのび公園 東区伏古７条５丁目
風っ子公園 東区伏古８条３丁目
伏古あつまれ公園 東区伏古１０条１丁目
モーモー公園 東区伏古１０条３丁目
伏古たんぽぽ公園 東区伏古１１条３丁目
新生公園 東区北８条東７丁目
ホップ公園 東区北８条東９丁目
白鳩公園 東区北８条東１７丁目
新穂公園 東区北９条東１１丁目
苗穂グリーン公園 東区北８条東１９丁目
希望公園 東区北９条東１４～１５丁目
光星緑地 東区北１１～１２条東８丁目
すずかけ公園 東区北１１条東１２丁目
北光公園 東区北１３条東４丁目
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大友公園 東区北１３条東１６丁目
東くるみ公園 東区北１５条東１２丁目
あざみ公園 東区北１６条東１５丁目
北16条おはよう公園 東区北１６条東１８丁目
北18条さくら公園 東区北１８条東２丁目
こまどり公園 東区北１８条東８丁目
めぐみ公園 東区北１８条東１６丁目
北栄公園 東区北１９条東１０丁目
しらゆり公園 東区北１９条東１３丁目
草笛公園 東区北１９条東１８丁目
あすなろ公園 東区北２０条東１９丁目
さんさん公園 東区北２０条東２２丁目
明園公園 東区北２１条東１０丁目
ひばり公園 東区北２１条東１７丁目
みはる公園 東区北２２条東８丁目
北園公園 東区北２２条東１４丁目
元町公園 東区北２２条東１９丁目
北22条雪ん子公園 東区北２２条東２２丁目
しらかば公園 東区北２３条東２丁目
すみれ公園 東区北２３条東５丁目
ひまわり公園 東区北２３条東８丁目
いずみ公園 東区北２３条東１２丁目
青空公園 東区北２３条東１７丁目
たものき公園 東区北２４条東２丁目
つくし公園 東区北２４条東６丁目
鹿の原公園 東区北２４条東１０丁目
こばと公園 東区北２４条東１５丁目
北26条子どものくに公園 東区北２６条東１９丁目
北26条口ぶえ公園 東区北２６条東２０丁目
北26条ホームラン公園 東区北２６条東２２丁目
北28条東６丁目公園 東区北２８条東６丁目
北28条なかよし公園 東区北２８条東７丁目
元村公園 東区北２８条東１８丁目
大学村の森 東区北２８条東４丁目
北30条くるみ公園 東区北３０条東２丁目
北30条やすらぎ公園 東区北３０条東１４丁目
北31条花ぞの公園 東区北３１条東１７丁目
北32条東５丁目公園 東区北３２条東５丁目
北32条はんのき公園 東区北３２条東１２丁目
北32条いずみ公園 東区北３２条東１８丁目
北34条いこい公園 東区北３４条東５丁目
北35条むつみ公園 東区北３５条東７丁目
栄町青い鳥公園 東区北３５条東２１丁目
丘珠たから公園 東区北３５条東２３丁目
丘珠みずどり公園 東区北３５条東２８丁目
栄ヶ丘公園 東区北３６条東２１丁目
丘珠２号公園 東区北３６条東２９丁目
北37条さくら公園 東区北３７条東１丁目
丘珠一号公園 東区北３７条東２９丁目
北38条タンポポ公園 東区北３８条東２丁目
北38条しらかば公園 東区北３８条東１０丁目
北39条アカシヤ公園 東区北３９条東５丁目
北40条東公園 東区北４０条東２丁目
北41条はるかぜ公園 東区北４１条東７丁目
北41条はしばみ公園 東区北４１条東１５丁目
北41条みのり公園 東区北４１条東１６丁目
北43条ゆかり公園 東区北４３条東１丁目
烈々布公園 東区北４３条東１４丁目
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北44条つどい公園 東区北４４条東３丁目
北44条なでしこ公園 東区北４４条東７丁目
北44条元園公園 東区北４４条東１０丁目
北45条元園ゆたか公園 東区北４５条東９丁目
さかえまち公園 東区北４６条東１５丁目
北47条共和公園 東区北４７条東２丁目
北49条さかえ公園 東区北４９条東２丁目
北49条ミチル公園 東区北４９条東４丁目
栄町ほまれ公園 東区北４９条東１４丁目
栄町ポプラ公園 東区北５１条東７丁目
丘珠みずほ公園 東区北丘珠２条２丁目
丘珠ゆたか緑地 東区北丘珠２～４条３丁目
丘珠新栄公園 東区北丘珠４条２丁目
法国公園 東区本町１条１丁目
東栄公園 東区本町１条６丁目
あさひ公園 東区本町２条４丁目
大空公園 東区本町２条９丁目
伏古公園 東区伏古１条２丁目
美香保公園 東区北２０～２２条東４～５丁目
ひのまる公園 東区北４１条東１０丁目
札幌小学校 東区伏古１条２丁目
丘珠小学校 東区丘珠町５９３番地 ○
丘珠中学校 東区丘珠町６７４番地
福移小中学校 東区中沼町２４０番地
中沼小学校 東区中沼町７３番地
東苗穂小学校 東区東苗穂５条２丁目
札苗中学校 東区東苗穂７条１丁目 ○
札苗小学校 東区東苗穂７条２丁目
札苗北小学校 東区東苗穂９条３丁目
札苗北中学校 東区東苗穂１０条３丁目 ○
札苗緑小学校 東区東苗穂１３条４丁目
札幌中学校 東区伏古８条１丁目
伏古小学校 東区伏古８条５丁目
伏古北小学校 東区伏古11条１丁目
苗穂小学校 東区北９条東１３丁目
北光小学校 東区北１２条東６丁目
美香保中学校 東区北１７条東６丁目 ○
美香保小学校 東区北１８条東６丁目
明園小学校 東区北１９条東１４丁目 ○
開成小学校 東区北２１条東２１丁目
明園中学校 東区北２２条東１２丁目
北園小学校 東区北２５条東４丁目
元町小学校 東区北２５条東１７丁目
元町中学校 東区北２８条東２０丁目
元町北小学校 東区北３１条東１４丁目
北栄中学校 東区北３３条東２丁目
北小学校 東区北３３条東４丁目 ○
栄町小学校 東区北３６条東１３丁目
栄町中学校 東区北３６条東１４丁目
栄南中学校 東区北３６条東１６丁目
栄南小学校 東区北３７条東２０丁目
栄西小学校 東区北３９条東４丁目
栄小学校 東区北４２条東１０丁目
栄中学校 東区北４６条東６丁目 ○
栄東小学校 東区北４６条東１３丁目 ○
栄北小学校 東区北４７条東６丁目
栄緑小学校 東区北５１条東１０丁目
東栄中学校 東区本町１条７丁目
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東光小学校 東区本町２条１丁目
本町小学校 東区本町２条７丁目
札幌開成中等教育学校 東区北２２条東２１丁目 ○
東区民センター 東区北１１条東７丁目1-1 ○
ふしこ地区センター 東区伏古１１条３丁目1-15 ○
栄地区センター 東区北３６条東８丁目1-25 ○
苗穂・本町地区センター 東区本町２条７丁目2-10 ○
伏古児童会館 東区伏古１０条３丁目６番８号
新生児童会館 東区北８条東７丁目１番地
元町児童会館 東区北２１条東１８丁目５番１号
ひのまる児童会館 東区北３８条東９丁目１番２９号
東区体育館 東区北２７条西１４丁目条東１４丁目 ○
札幌保健医療大学３号館 東区中沼西４条２丁目１番５号 ○
札幌市スポーツ交流施設（つどーむ） 東区栄町８８５番地 ○
北海道札幌丘珠高等学校 東区北丘珠１条２丁目５８９－１ ○
北海道札幌丘珠高等学校グラウンド 東区北丘珠１条２丁目５８９－１
札幌光星高等学校 東区北13条東9丁目1番1号 ○
札幌北斗高等学校 東区北15条東2丁目 ○
札幌大谷高等学校 東区北１６条東９丁目 ○
北３３条緑地 東区北３３条東１４丁目４８３番１
市営地下鉄東豊線栄町駅 東区北４１条東１５丁目 ○
市営地下鉄東豊線新道東駅 東区北３４条東１５丁目 ○
市営地下鉄東豊線元町駅 東区北２４条東１５丁目 ○
市営地下鉄東豊線環状通東駅 東区北１５条東１５丁目 ○
市営地下鉄東豊線東区役所前駅 東区北１３条東８丁目 ○
市営地下鉄東豊線北１３条東駅 東区北１３条東２丁目 ○
大谷地緑地 白石区流通センター１丁目
エルム公園 白石区栄通２丁目
もみじ公園 白石区栄通５丁目
みのる公園 白石区栄通６丁目
こなみ公園 白石区栄通９丁目
白石ふじ公園 白石区栄通１２丁目
栄通しらかば公園 白石区栄通１８丁目
白石東冒険公園 白石区栄通１９丁目
河岸公園 白石区菊水１～２条１丁目
菊水のぎく公園 白石区菊水１条４丁目
やよい公園 白石区菊水２条３丁目
菊水公園 白石区菊水５条２丁目
若葉公園 白石区菊水７条２丁目
双葉公園 白石区菊水９条３丁目
菊水元町ポプラ公園 白石区菊水元町１条３丁目
菊水元町しらかば公園 白石区菊水元町２条４丁目
菊水元町すずらん公園 白石区菊水元町３条４丁目
白菊すくすく公園 白石区菊水元町５条１丁目
ことぶき公園 白石区菊水元町５条２丁目
菊水舞鶴公園 白石区菊水元町６条３丁目
白菊公園 白石区菊水元町７条１丁目
白球公園 白石区菊水元町７条１丁目
菊水みやこ公園 白石区菊水元町８条１丁目
菊水亀の子公園 白石区菊水元町８条２丁目
米里公園 白石区菊水元町９条１丁目
菊水上町いずみ公園 白石区菊水上町１～２条２丁目
白石公園 白石区菊水上町１～３条３丁目
菊水みどり公園 白石区菊水上町４条３丁目
東川下かわせみ公園 白石区川下１条８丁目
東川下公園 白石区川下４条４丁目
川北なのはな公園 白石区川北２条３丁目
にこにこ公園 白石区中央１条６丁目
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白石ちびっこ公園 白石区中央２条１丁目
白石くりの木公園 白石区中央２条３丁目
ほがらか公園 白石区中央２条４丁目
白石つつじ公園 白石区中央２条５丁目
白石ポッポ公園 白石区中央３条２丁目
白生公園 白石区中央３条５丁目
まくらぎ公園 白石区東札幌１条６丁目
東札幌かえで公園 白石区東札幌２条４丁目
東札幌やまびこ公園 白石区東札幌２条６丁目
きよみず公園 白石区東札幌３条４丁目
東札幌くまごろう公園 白石区東札幌４条６丁目
東札幌公園 白石区東札幌６条２丁目
もつき公園 白石区東札幌６条４丁目
東札幌にれ公園 白石区東札幌６条５丁目
なみき公園 白石区南郷通１丁目南
フレンド公園 白石区南郷通２丁目南
南郷丘公園 白石区南郷通２丁目北
南郷タンポポ公園 白石区南郷通５丁目北
南郷公園 白石区南郷通６丁目南
万生公園 白石区南郷通８丁目南
みどり公園 白石区南郷通８丁目北
南郷東公園 白石区南郷通１０丁目北
あおい公園 白石区南郷通１２丁目南
白石星の子公園 白石区南郷通１４丁目南
白石あかつき公園 白石区南郷通１４丁目北
白石みそら公園 白石区南郷通１５丁目南
南郷からまつ公園 白石区南郷通１７丁目南
のぞみ公園 白石区南郷通１８丁目北
かまきり公園 白石区南郷通１９丁目南
吉田山公園 白石区南郷通２０丁目南
白石中央公園 白石区平和通１丁目北
白中公園 白石区平和通２丁目南
わらべ公園 白石区平和通２丁目北
コスモス公園 白石区平和通４丁目南
やなぎ公園 白石区平和通５丁目北
白石共栄公園 白石区平和通７丁目南
かしわ公園 白石区平和通７丁目北
平和通公園 白石区平和通９丁目北
旭町公園 白石区平和通１０丁目南
みゆき公園 白石区平和通１０丁目北
みずき公園 白石区平和通１３丁目北
白石かしわ山公園 白石区平和通１５丁目北
北郷どんぐり公園 白石区北郷１条７丁目
北郷ライラック公園 白石区北郷２条１丁目
北郷こぶしさくら公園 白石区北郷２条２丁目
北郷とちの木公園 白石区北郷２条１４丁目
北郷なかよし公園 白石区北郷３条３丁目
北郷こども公園 白石区北郷３条５丁目
北郷あさかぜ公園 白石区北郷３条９丁目
北都公園 白石区北郷３条１２丁目
もくれん公園 白石区北郷４条２丁目
北郷ねむの木公園 白石区北郷４条１１丁目
北郷むつき公園 白石区北郷５条６丁目
北郷あかつき公園 白石区北郷６条３丁目
北郷さつき公園 白石区北郷６条８丁目
てまり公園 白石区本郷通３丁目南
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本郷公園 白石区本郷通６丁目南
栄公園 白石区本郷通１２丁目北
杉の子公園 白石区本通２丁目南
本通公園 白石区本通４丁目南
わかごま公園 白石区本通４丁目北
つどい公園 白石区本通７丁目南
あかね公園 白石区本通９丁目南
青葉公園 白石区本通１２丁目北
白石霜踏公園 白石区本通１５丁目南
吉田山２号公園 白石区本通１９丁目南
北郷公園 白石区北郷８条９丁目
川下公園 白石区川下２６８０番地
幌東小学校 白石区菊水６条３丁目 ○
幌東中学校 白石区菊水６条３丁目 ○
東橋小学校 白石区菊水８条１丁目
菊水小学校 白石区菊水元町２条３丁目
上白石小学校 白石区菊水上町１条３丁目
東川下小学校 白石区川下４条３丁目
北都中学校 白石区川下749番地
川北小学校 白石区川北４条２丁目
西白石小学校 白石区中央３条５丁目
東札幌小学校 白石区東札幌４条５丁目
日章中学校 白石区東札幌４条５丁目
南白石小学校 白石区南郷通２丁目南 ○
本郷小学校 白石区南郷通１０丁目南
東白石中学校 白石区南郷通１５丁目北 ○
柏丘中学校 白石区平和通８丁目北 ○
本通小学校 白石区平和通９丁目南
米里小学校 白石区米里１条３丁目
米里中学校 白石区米里１条４丁目
北都小学校 白石区北郷３条１１丁目
北郷小学校 白石区北郷４条５丁目 ○
北白石小学校 白石区北郷６条３丁目 ○
北白石中学校 白石区北郷６条３丁目
南郷小学校 白石区本郷通４丁目南
白石中学校 白石区本郷通６丁目南
白石小学校 白石区本通１丁目北
東白石小学校 白石区本通１４丁目南６ ○
平和通小学校 白石区本通１５丁目北 ○
大谷地小学校 白石区本通１８丁目南
白石区民センター 白石区本郷通３丁目北１番１号 ○
菊水元町地区センター 白石区菊水元町５条２丁目４番２０号 ○
北白石地区センター 白石区北郷３条７丁目９番２０号 ○
白石東地区センター 白石区本通16丁目南４番２７号 ○
菊水やよい児童会館 白石区菊水１条４丁目６番６１号
北郷児童会館 白石区北郷４条４丁目１３番１５号
栄通児童会館 白石区栄通６丁目１９番１２号
白石区体育館 白石区南郷通６丁目南丁目北 ○
白菊会館 白石区菊水８条１丁目１１番１号
北海道札幌東高等学校 白石区菊水９条３丁目 ○
北海道札幌東高等学校グラウンド 白石区菊水９条３丁目
北海道札幌白石高等学校 白石区川北２２６１番地 ○
北海道札幌白石高等学校グラウンド 白石区川北２２６１番地
北海道札幌白陵高等学校 白石区東米里２０６２番地１０ ○
北海道札幌白陵高等学校グラウンド 白石区東米里２０６２番地１０
市営地下鉄東西線菊水駅 白石区菊水２条２丁目 ○
市営地下鉄東西線東札幌駅 白石区東札幌２条２丁目 ○
市営地下鉄東西線白石駅 白石区東札幌２条６丁目 ○
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市営地下鉄東西線南郷７丁目駅 白石区南郷通７丁目南 ○
市営地下鉄東西線南郷１３丁目駅 白石区南郷通１３丁目南 ○
市営地下鉄東西線南郷１８丁目駅 白石区南郷通１８丁目南 ○
もみじ台緑地 厚別区もみじ台
もみじ台やまどり公園 厚別区もみじ台東２丁目
もみじ台東公園 厚別区もみじ台東４丁目
もみじ台あおさぎ公園 厚別区もみじ台東６丁目
もみじ台西公園 厚別区もみじ台西３丁目
もみじ台のうさぎ公園 厚別区もみじ台西５丁目
もみじ台しまりす公園 厚別区もみじ台西７丁目
もみじ台しらかば公園 厚別区もみじ台南３丁目
もみじ台かえで公園 厚別区もみじ台南３丁目
もみじ台南公園 厚別区もみじ台南５丁目
もみじ台さくら公園 厚別区もみじ台南６丁目
もみじ台どろんこ公園 厚別区もみじ台北１丁目
もみじ台ちびっこ公園 厚別区もみじ台北２丁目
もみじ台北公園 厚別区もみじ台北５丁目
厚別どんぐり公園 厚別区厚別西２条１丁目
あつべつちびっこ公園 厚別区厚別西２条３丁目
厚別なかよし公園 厚別区厚別西２条５丁目
厚別西公園 厚別区厚別西３条３丁目
厚別あすなろ公園 厚別区厚別西４条１丁目
厚別いなり公園 厚別区厚別西４条２丁目
ひばりが丘西公園 厚別区厚別中央１条３丁目
科学館公園 厚別区厚別中央１条５丁目
大谷地流通団地南緑地 厚別区厚別中央３条１丁目
大谷地流通団地東側緑地 厚別区厚別中央３～４条２丁目・５条１丁目
厚別中央公園 厚別区厚別中央３条３丁目
厚別サルビア公園 厚別区厚別中央３条４丁目
厚別いなほ公園 厚別区厚別中央４条２丁目
厚別あおぞら公園 厚別区厚別中央４条２丁目
厚別木馬公園 厚別区厚別中央４条４丁目
厚別風の子公園 厚別区厚別中央５条５丁目
下野幌高台公園 厚別区厚別東２条４丁目
厚別東緑地 厚別区厚別東３条２丁目
小野幌みずほ公園 厚別区厚別東３条３丁目
小野幌くりの木公園 厚別区厚別東３条５丁目
小野幌から松公園 厚別区厚別東４条５丁目
小野幌桂丘公園 厚別区厚別東４条７丁目
厚別軽工業団地北緑地 厚別区厚別東５条２丁目
馬場公園 厚別区厚別南１丁目
厚別南風の子公園 厚別区厚別南１丁目
厚別南白樺公園 厚別区厚別南２丁目
旭町南こぶし公園 厚別区厚別南３丁目
上野幌公園 厚別区厚別南５丁目
上野幌すみれ公園 厚別区厚別南５丁目
厚別南公園 厚別区厚別南５～６丁目
厚別北若葉公園 厚別区厚別北２条４丁目
厚別北にれのき公園 厚別区厚別北３条５丁目
上野幌福寿草公園 厚別区上野幌２条１丁目
上野幌白樺公園 厚別区上野幌２条３丁目
上野幌中央公園 厚別区上野幌２条４丁目
上野幌いずみ公園 厚別区上野幌２条６丁目
上野幌西公園 厚別区上野幌３条２丁目
上野幌あおぞら公園 厚別区上野幌３条３丁目
上野幌わんぱく公園 厚別区上野幌３条５丁目
青葉町２丁目緑地 厚別区青葉町２丁目
しらゆき公園 厚別区青葉町２丁目
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札幌市国民保護計画に基づく避難施設一覧

区 施設名称 所在地 緊急一時避難施設

エンゼル公園 厚別区青葉町４丁目
青葉緑地 厚別区青葉町４～７丁目
はるみ公園 厚別区青葉町７丁目
ひとみ公園 厚別区青葉町８丁目
青葉町みどり公園 厚別区青葉町１３丁目
かげろう公園 厚別区大谷地西１丁目
わらび公園 厚別区大谷地西３丁目
大谷地わらび緑地 厚別区大谷地西４丁目
大谷地駅前公園 厚別区大谷地東５丁目
熊の沢公園 厚別区もみじ台西６丁目
青葉中央公園 厚別区青葉町５丁目
厚別公園 厚別区上野幌３条１丁目
もみじ台中学校 厚別区もみじ台西１丁目
もみじ台南中学校 厚別区もみじ台南７丁目３
厚別西小学校 厚別区厚別西３条１丁目
厚別通小学校 厚別区厚別西４条３丁目 ○
ひばりが丘小学校 厚別区厚別中央２条４丁目
信濃中学校 厚別区厚別中央３条２丁目
信濃小学校 厚別区厚別中央４条３丁目 ○
厚別北中学校 厚別区厚別町小野幌７７４番地 ○
小野幌小学校 厚別区厚別東２条４丁目
厚別中学校 厚別区厚別東３条５丁目
厚別東小学校 厚別区厚別東４条８丁目 ○
共栄小学校 厚別区厚別南２丁目
新札幌わかば小学校 厚別区厚別南７丁目
厚別北小学校 厚別区厚別北２条３丁目
上野幌西小学校 厚別区上野幌１条２丁目
上野幌中学校 厚別区上野幌２条３丁目
ノホロの丘小学校 厚別区上野幌２条４丁目 ○
青葉中学校 厚別区青葉町１０丁目
大谷地東小学校 厚別区大谷地東５丁目
厚別南中学校 厚別区大谷地東７丁目 ○
札幌市厚別区民センター 厚別区厚別中央１条５丁目３番１４号 ○
札幌市厚別西地区センター 厚別区厚別西４条４丁目１０番１号 ○
厚別区体育館 厚別区厚別中央２条５丁目 ○
北海道札幌東商業高等学校 厚別区厚別中央３条５丁目６－１０ ○
北海道札幌東商業高等学校グラウンド 厚別区厚別中央３条５丁目６－１０
北海道札幌啓成高等学校 厚別区厚別東４条８丁目６－１ ○
北海道札幌啓成高等学校グラウンド 厚別区厚別東４条８丁目６－１
もみじの丘小学校 厚別区もみじ台東４丁目 ○
もみじの森小学校 厚別区もみじ台西３丁目
道立自然公園野幌森林公園 厚別区厚別町小野幌５３番地２
市営地下鉄東西線大谷地駅 厚別区大谷地東３丁目 ○
市営地下鉄東西線ひばりが丘駅 厚別区厚別南１丁目 ○
市営地下鉄東西線新さっぽろ駅 厚別区厚別中央２条５丁目 ○
月寒西かっこう公園 豊平区月寒西４条９丁目
月寒みなみ公園 豊平区月寒西１条１１丁目
つきさっぷ中央公園 豊平区月寒中央通７丁目
高台公園 豊平区月寒東１条１丁目
菊月公園 豊平区月寒東１条４丁目
月寒五区公園 豊平区月寒東１条１０丁目
羊ヶ丘２号公園 豊平区月寒東１条１５丁目
羊ヶ丘３号公園 豊平区月寒東１条１５丁目
月寒かつら公園 豊平区月寒東２条６丁目
東２条公園 豊平区月寒東２条７丁目
月寒まこと公園 豊平区月寒東２条１１丁目
大東公園 豊平区月寒東３条４丁目
東大東公園 豊平区月寒東３条９丁目
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札幌市国民保護計画に基づく避難施設一覧

区 施設名称 所在地 緊急一時避難施設

東月寒白ゆり公園 豊平区月寒東３条１８丁目
吉田川公園 豊平区月寒東３条１９丁目
みなと公園 豊平区月寒東４条６丁目
月寒いこい公園 豊平区月寒東４条７丁目
東小山公園 豊平区月寒東４条８丁目
東月寒みのり公園 豊平区月寒東４条１８丁目
月光公園 豊平区月寒東５条１０丁目
水車町公園 豊平区水車町１丁目
水車町野ばら公園 豊平区水車町７丁目
西岡木の実公園 豊平区西岡１条３丁目
西岡わんぱく公園 豊平区西岡１条５丁目
西岡中央公園 豊平区西岡１条７丁目
西岡さんかく公園 豊平区西岡２条３丁目
西岡トム公園 豊平区西岡２条５丁目
西岡すみれ公園 豊平区西岡２条９丁目
西岡ぬまた公園 豊平区西岡３条１０丁目
見晴こども公園 豊平区西岡４条２丁目
西岡みつば公園 豊平区西岡４条２丁目
大和第一公園 豊平区西岡４条５丁目
西岡あかしや公園 豊平区西岡４条１０丁目
西岡やまばと公園 豊平区西岡４条１４丁目
協和公園 豊平区西岡５条１丁目
西岡みどり公園 豊平区西岡５条１２丁目
川島公園 豊平区中の島１条６丁目
豊島公園 豊平区中の島１条１０丁目
豊見公園 豊平区中の島１条１２丁目
豊中公園 豊平区中の島２条１丁目
中の島公園 豊平区中の島２条５丁目
中の島かつら公園 豊平区中の島２条８丁目
滝の島公園 豊平区中の島２条１０丁目
豊園公園 豊平区美園１条４丁目
美園公園 豊平区美園２条２丁目
美園しらかば公園 豊平区美園２条７丁目
みすみ公園 豊平区美園５条７丁目
ときわぎ公園 豊平区美園６条３丁目
美園中央公園 豊平区美園６条５丁目
美園さかえ公園 豊平区美園９条２丁目
南美園公園 豊平区美園９条５丁目
見晴台公園 豊平区福住１条９丁目
福住小川公園 豊平区福住２条２丁目，３条１丁目
福住ふれあい公園 豊平区福住２条７丁目
福住公園 豊平区福住３条９丁目
平岸ポプラ公園 豊平区平岸１条２丁目
平岸みはらし公園 豊平区平岸１条４丁目
子じか公園 豊平区平岸１条８丁目
平岸まつ葉公園 豊平区平岸１条１０丁目
平岸たんぽぽ公園 豊平区平岸１条１４丁目
精進河畔公園 豊平区平岸１条１６・１７・２０丁目，中の島２条７～１１丁目
風の子公園 豊平区平岸２条４丁目
平岸あさやけ公園 豊平区平岸２条９丁目
平岸太陽公園 豊平区平岸２条１２丁目
平岸ばら公園 豊平区平岸２条１５丁目
ライラック公園 豊平区平岸３条２丁目
りんご公園 豊平区平岸３条５丁目
夕やけ公園 豊平区平岸３条７丁目
すずむし公園 豊平区平岸３条８丁目
平岸七草公園 豊平区平岸３条９丁目
平岸あさがお公園 豊平区平岸３条１１丁目
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札幌市国民保護計画に基づく避難施設一覧
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平岸ひよっこ公園 豊平区平岸３条１４丁目
日の出公園 豊平区平岸４条１丁目
いなほ公園 豊平区平岸４条７丁目
東山公園 豊平区平岸４条１１丁目
平岸高台公園 豊平区平岸４条１３丁目
平園公園 豊平区平岸５条７丁目
山ばと公園 豊平区平岸５条９丁目
平岸ぼうず山公園 豊平区平岸５条１１丁目
平岸はごろも公園 豊平区平岸６条１２丁目
平岸くるみ公園 豊平区平岸７条１３丁目
むつみ公園 豊平区豊平１条１２丁目
豊平２条れんげ公園 豊平区豊平２条１０丁目
豊陵公園 豊平区豊平６条３丁目
ほまれ公園 豊平区豊平６条８丁目
みずほ公園 豊平区豊平６条１０丁目
豊平みすず公園 豊平区豊平８条９丁目
豊平公園 豊平区豊平５～７条１２～１３丁目、美園５～６条１丁目
月寒公園 豊平区美園１０～１２条７～８丁目、月寒西２～３条４丁目
西岡公園 豊平区西岡５４４番地
月寒小学校 豊平区月寒西２条５丁目 ○
南月寒小学校 豊平区月寒西４条８丁目 ○
あやめ野小学校 豊平区月寒東１条１１丁目
羊丘小学校 豊平区月寒東１条１６丁目 ○
月寒中学校 豊平区月寒東２条２丁目
月寒東小学校 豊平区月寒東３条１０丁目 ○
あやめ野中学校 豊平区月寒東３条１１丁目 ○
東月寒中学校 豊平区月寒東３条１８丁目
しらかば台小学校 豊平区月寒東４条１８丁目
旭小学校 豊平区水車町３丁目
西岡小学校 豊平区西岡２条９丁目
西岡北小学校 豊平区西岡３条６丁目
西岡北中学校 豊平区西岡３条８丁目
西岡中学校 豊平区西岡３条１２丁目
西岡南小学校 豊平区西岡４条１２丁目
中の島小学校 豊平区中の島２条１丁目 ○
中の島中学校 豊平区中の島２条３丁目
豊園小学校 豊平区美園１条４丁目
みどり小学校 豊平区美園５条２丁目 ○
羊丘中学校 豊平区福住１条３丁目 ○
福住小学校 豊平区福住３条５丁目 ○
平岸西小学校 豊平区平岸１条１５丁目
平岸中学校 豊平区平岸１条２１丁目
平岸小学校 豊平区平岸２条１４丁目
東山小学校 豊平区平岸４条１１丁目 ○
美園小学校 豊平区平岸５条７丁目
平岸高台小学校 豊平区平岸５条１８丁目
陵陽中学校 豊平区平岸６条１１丁目
東園小学校 豊平区豊平１条１２丁目
豊平小学校 豊平区豊平５条７丁目
八条中学校 豊平区豊平８条１３丁目
札幌平岸高校 豊平区平岸５条１８丁目
豊平区民センター 豊平区平岸６条１０丁目１番１号 ○
東月寒地区センター 豊平区東月寒３条１８丁目５番１号 ○
西岡福住地区センター 豊平区西岡４条９丁目１番１７号 ○
月寒児童会館 豊平区月寒西１条６丁目３番２１号 ○
西岡児童会館 豊平区西岡３条６丁目６番１号 ○
中の島児童会館 豊平区中の島２条３丁目８番１号 ○
豊平区体育館 豊平区月寒東２条２０丁目 ○
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札幌ドーム 豊平区羊が丘１番地 ○
北海道立総合体育センター（きたえーる） 豊平区豊平５条１１丁目 ○
北海道札幌月寒高等学校 豊平区月寒東１条３丁目 ○
北海道札幌月寒高等学校グラウンド 豊平区月寒東１条３丁目
札幌第一高等学校 豊平区月寒西１条9丁目10番15号 ○
北海高等学校 豊平区旭町４丁目１番４１号 ○
北海学園札幌高等学校 豊平区旭町４丁目１番４２号 ○
北海道科学大学高等学校 豊平区中の島２条６丁目２番３号 ○
北海学園大学 豊平区旭町４丁目１ ○
市営地下鉄南北線中の島駅 豊平区中の島２条１丁目 ○
市営地下鉄南北線平岸駅 豊平区平岸２条７丁目 ○
市営地下鉄南北線南平岸駅 豊平区平岸４条１３丁目 ○
市営地下鉄東豊線学園前駅 豊平区豊平６条６丁目 ○
市営地下鉄東豊線豊平公園駅 豊平区豊平５条１３丁目 ○
市営地下鉄東豊線美園駅 豊平区美園7条7丁目 ○
市営地下鉄東豊線月寒中央駅 豊平区月寒中央通７丁目 ○
市営地下鉄東豊線福住駅 豊平区月寒東１条１３丁目 ○
真栄公園 清田区真栄２条２丁目
真栄さくら公園 清田区真栄２条２丁目
真栄さぼてん公園 清田区真栄４条４丁目
真栄しらかば公園 清田区真栄４条５丁目
真栄東公園 清田区真栄５条５丁目
清田せせらぎ公園 清田区清田１条４丁目
清田かっこう公園 清田区清田３条１丁目
清田南公園 清田区清田７条２丁目
清田緑公園 清田区清田７条３丁目
清栄公園 清田区清田８条３丁目
美しが丘シープヒル公園 清田区美しが丘２条５丁目
美しが丘南公園 清田区美しが丘２条７丁目
美しが丘公園 清田区美しが丘３条２丁目
平岡なかよし公園 清田区平岡３条２丁目
平岡中央公園 清田区平岡４条２丁目
平岡わかば公園 清田区平岡７条１丁目
平岡わいわい公園 清田区平岡８条４丁目
平岡北公園 清田区平岡９条２丁目
北野にこにこ公園 清田区北野２条２丁目
北野あすなろ公園 清田区北野３条３丁目
北野すずらん公園 清田区北野４条２丁目
北野第二公園 清田区北野４条３丁目
北野ふよう公園 清田区北野４条４丁目
北野まきば公園 清田区北野５条１丁目
北野つつじ公園 清田区北野５条３丁目
北野花園公園 清田区北野６条１丁目
北野しらかば公園 清田区北野６条５丁目
北野ひばり公園 清田区北野７条３丁目
北野もみじ公園 清田区北野７条５丁目
東里塚みどり公園 清田区里塚緑ヶ丘１１丁目
かつら台公園 清田区里塚２条３丁目
三里塚公園 清田区里塚２条６丁目
桂台あおぞら公園 清田区里塚３条２丁目
里塚・美しが丘地区センター 清田区里塚２条５丁目 ○
平岡公園 清田区平岡公園
清田小学校 清田区清田１条４丁目
清田中学校 清田区清田３条３丁目 ○
清田南小学校 清田区清田５条２丁目 ○
清田緑小学校 清田区清田７条３丁目 ○
真栄小学校 清田区美しが丘１条１丁目 ○
真栄中学校 清田区美しが丘１条１丁目 ○
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美しが丘小学校 清田区美しが丘２条５丁目 ○
美しが丘緑小学校 清田区美しが丘４条５丁目
平岡中学校 清田区平岡２条５丁目
平岡南小学校 清田区平岡２条６丁目
平岡中央小学校 清田区平岡５条３丁目
平岡中央中学校 清田区平岡５条４丁目
平岡小学校 清田区平岡９条２丁目
平岡公園小学校 清田区平岡公園東５丁目 ○
平岡緑中学校 清田区平岡公園東９丁目 ○
北野平小学校 清田区北野２条３丁目
北野中学校 清田区北野２条３丁目
北野小学校 清田区北野３条２丁目
北野台中学校 清田区北野４条４丁目
北野台小学校 清田区北野４条５丁目
有明小学校 清田区有明１４１番地 ○
三里塚小学校 清田区里塚２条６丁目
札幌清田高校 清田区北野３条４丁目
清田区民センター（清田まちづくりセンター） 清田区清田１条２丁目５番３５号 ○
清田児童会館 清田区清田１条４丁目３番５３号
平岡児童会館 清田区平岡８条１丁目６番２２号 ○
清田区体育館 清田区平岡１条５丁目 ○
北海学園清田グラウンド 清田区清田３５５番地
常盤やまびこ公園 南区常盤４条２丁目
真駒内あさひ公園 南区真駒内３３２番地１４６
真駒内第１公園 南区真駒内曙町１丁目
真駒内曙公園 南区真駒内曙町３丁目
真駒内わかば公園 南区真駒内曙町３丁目
かしわ木公園 南区真駒内曙町４丁目
築山公園 南区真駒内上町２丁目
上町公園 南区真駒内上町４丁目
真駒内めぐみ公園 南区真駒内上町５丁目
エドウィン・ダン記念公園 南区真駒内泉町１丁目
泉町公園 南区真駒内泉町３丁目
いぶき公園 南区真駒内泉町３丁目
くるみ公園 南区真駒内泉町４丁目
南町公園 南区真駒内南町１丁目
みすず公園 南区真駒内南町２丁目
真駒内本町公園 南区真駒内本町７丁目
緑町公園 南区真駒内緑町２丁目
真駒内五輪記念公園 南区真駒内緑町３丁目
精進川公園 南区澄川２条１丁目
澄川ちびっこ公園 南区澄川２条４丁目
澄川なかよし公園 南区澄川３条２丁目
澄川若草公園 南区澄川４条２丁目
千秋公園 南区澄川５条３丁目
緑ヶ丘にし公園 南区澄川５条１３丁目
澄川サニー公園 南区澄川６条４丁目
澄川あさひ台公園 南区澄川６条１２丁目
石山北公園 南区石山１条３丁目
石山グリーン公園 南区石山２条６丁目
石山ほのぼの公園 南区石山３条６丁目
石山こだま公園 南区石山東４丁目
石山東公園 南区石山東５～６丁目
川沿どんぐり公園 南区川沿６条３丁目
藻南公園 南区川沿９～１１条１丁目、真駒内、真駒内柏丘１２丁目
川沿ことり公園 南区川沿１０条３丁目
川沿さくら公園 南区川沿１２条２丁目
川沿公園 南区川沿１４～１５条１丁目
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中ノ沢公園 南区中の沢２丁目
定山渓錦台公園 南区定山渓温泉西１丁目
定山渓岩戸公園 南区定山渓温泉西３丁目
定山渓大橋公園 南区定山渓温泉西３丁目
藤野あかしや公園 南区藤野２条５丁目
藤が丘高台公園 南区藤野３条３丁目
藤野やませみ公園 南区藤野４条１丁目
藤が丘公園 南区藤野４条４丁目
ふじの高台公園 南区藤野４条７丁目
下藤野しらかば公園 南区藤野４条９丁目
藻岩下公園 南区南３０条西８丁目
南こども公園 南区南３３条西８丁目
南35条もみじ公園 南区南３５条西１０丁目
南37条えぞりす公園 南区南３７条西１１丁目
南沢あすなろ公園 南区南沢３条２～３丁目
南沢えいと公園 南区南沢４条２丁目
東海公園 南区南沢４条４丁目
南沢東台公園 南区南沢５条２丁目
とよたき公園 南区豊滝４３６番地１８
豊滝除雪ステーション 南区豊滝４２４番地１ ○
北の沢山の子公園 南区北の沢６丁目
簾舞花岡公園 南区簾舞２条５丁目
藤野アップル公園 南区藤野５条４丁目
藤野公園 南区藤野３条１０丁目
定山渓中学校 南区定山渓温泉西１丁目
常盤中学校 南区常盤２条２丁目 ○
駒岡小学校 南区真駒内１４３番地
真駒内中学校 南区真駒内幸町３丁目 ○
真駒内公園小学校 南区真駒内曙町２丁目
真駒内曙中学校 南区真駒内曙町２丁目 ○
真駒内桜山小学校 南区真駒内泉町３丁目 ○
澄川西小学校 南区澄川２条５丁目 ○
澄川小学校 南区澄川５条４丁目
澄川南小学校 南区澄川５条13丁目
澄川中学校 南区澄川６条６丁目
石山緑小学校 南区石山１条４丁目
石山中学校 南区石山２条８丁目
藤の沢小学校 南区石山５２８番地
藻岩北小学校 南区川沿２条３丁目 ○
藻岩小学校 南区川沿７条２丁目
藻岩中学校 南区川沿７条３丁目
藻岩南小学校 南区川沿１８条２丁目
定山渓小学校 南区定山渓温泉東４丁目
藤野小学校 南区藤野２条７丁目 ○
藤野南小学校 南区藤野４条６丁目 ○
藤野中学校 南区藤野５条６丁目
南小学校 南区南３１条西９丁目
南が丘中学校 南区南沢２条１丁目
南の沢小学校 南区南沢３条２丁目
北の沢小学校 南区北ノ沢１７２７番地５
簾舞小学校 南区簾舞１条４丁目
簾舞中学校 南区簾舞３条３丁目
札幌啓北商業高校 南区石山１条２丁目
札幌藻岩高校 南区川沿３条２丁目
豊成養護学校 南区南３０条西８丁目
南区民センター 南区真駒内幸町２丁目２－１ ○
すみかわ地区センター 南区澄川４条４丁目４－４０ ○
もいわ地区センター（藻岩まちづくりセンター） 南区川沿８条２丁目４－１５ ○
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藤野地区センター（藤野まちづくりセンター） 南区藤野２条７丁目２－１ ○
真駒内五輪児童会館 南区真駒内泉町３丁目１番６号 ○
石山児童会館 南区石山２条４丁目１番１６号
南区体育館 南区川沿４条２丁目 ○
北海道真駒内養護学校 南区真駒内東町２丁目２－１ ○
北海道真駒内養護学校グラウンド 南区真駒内東町２丁目２－１
北海道札幌南陵高等学校 南区藤野５条１０丁目４７８－１ ○
北海道札幌南陵高等学校グラウンド 南区藤野５条１０丁目４７８－１
道立真駒内公園 南区真駒内公園 ○
札幌新陽高等学校 南区澄川５条７丁目１番１号 ○
東海大学付属札幌高等学校 南区南沢５条１丁目１－１ ○
北海道文教大学明清高等学校 南区石山531番地
芸術の森小学校 南区常盤２条３丁目１番１号 ○
市営地下鉄南北線澄川駅 南区澄川４条２丁目 ○
市営地下鉄南北線自衛隊前駅 南区澄川４条７丁目 ○
市営地下鉄南北線真駒内駅 南区真駒内１７番地 ○
宮の沢中央公園 西区宮の沢１条５丁目
宮の沢青雲公園 西区宮の沢３条５丁目
琴似ワンワン公園 西区琴似１条１丁目
山の手ちびっこ公園 西区山の手１条４丁目
山の手白銀公園 西区山の手１条１０丁目
山の手北風公園 西区山の手２条３丁目
山の手草ぶえ公園 西区山の手２条１０丁目
山の手やまびこ公園 西区山の手４条１０丁目
発寒河畔公園 西区山の手６条３～４丁目，琴似４条２～３丁目，琴似４条６丁目
山の手ふもと公園 西区山の手６条５丁目
山の手北新公園 西区山の手６条８丁目
発寒川公園 西区西町南１丁目
オンコ公園 西区西町南３丁目
西町ライラック公園 西区西町南８丁目
西町東公園 西区西町南１１丁目
梅林公園 西区西町南１５丁目
中の川公園 西区西町南１８～１９丁目
プラタナス公園 西区西町北２丁目
イボタ公園 西区西町北５丁目
ナナカマド公園 西区西町北８丁目
桜公園 西区西町北１１丁目
西町白樺公園 西区西町北１６丁目
銀杏公園 西区西町北１９丁目
西野やまびこ公園 西区西野２条９丁目
西野北公園 西区西野４条５丁目
西野中央公園 西区西野５条４丁目
西野かえで公園 西区西野６条６丁目
西野昭和公園 西区西野７条３丁目
西野第二公園 西区西野８条６丁目
西野清流公園 西区西野９条３丁目
西野南公園 西区西野１０条６～７丁目
西野台公園 西区西野１１条８丁目
中洲橋公園 西区西野１１～１２条８丁目
西野きじばと公園 西区西野14条８丁目
二十四軒すずらん公園 西区二十四軒１条３丁目
とんぼ公園 西区二十四軒１条６丁目
こだま公園 西区二十四軒２条５丁目
二十四軒公園 西区二十四軒３条４丁目
二十四軒さいわい公園 西区二十四軒３条６丁目
ゆたか公園 西区二十四軒４条２丁目
八軒まりも公園 西区八軒１条西１丁目
八軒さつき公園 西区八軒１条東１丁目
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八軒西公園 西区八軒２条西２丁目
八軒東公園 西区八軒３条東１丁目
八軒中央公園 西区八軒７条東１丁目
八軒北公園 西区八軒９条西４丁目
八軒ひまわり公園 西区八軒１０条東５丁目
八軒ひかり公園 西区八軒１０条西１２丁目
南発寒公園 西区発寒１条２丁目
発寒大空公園 西区発寒４条２丁目
たかやま公園 西区発寒６条４丁目
発寒しらかば公園 西区発寒６条１２丁目
みとべ公園 西区発寒７条７丁目
発寒西公園 西区発寒８条１３丁目
西発寒ラビット公園 西区発寒９条１１丁目
春日緑地 西区発寒１０条４丁目
発寒ふれあい公園 西区発寒１０条４丁目
発寒いたどり公園 西区発寒１１条１丁目
発寒ポプラ公園 西区発寒１２条４丁目
発寒西陵公園 西区発寒１６条１丁目
発寒いこい公園 西区発寒１６条１４丁目
福井ふたば公園 西区福井２丁目
福井山ばと公園 西区福井３丁目
福井ひまわり公園 西区福井５丁目
福井中央公園 西区福井６丁目
平和風の子橋公園 西区平和１条４丁目
平和渓流公園 西区平和１条９～１１丁目
宮丘公園 西区西野２９０番地
鉄興公園 西区発寒１１～１３条１１丁目
農試公園 西区八軒４条西６丁目
手稲宮丘小学校 西区宮の沢３条２丁目 ○
琴似小学校 西区琴似２条７丁目
山の手南小学校 西区山の手１条９丁目
琴似中学校 西区山の手４条２丁目
山の手小学校 西区山の手５条６丁目 ○
西園小学校 西区西野１条７丁目
手稲東中学校 西区西野２条５丁目 ○
宮の丘中学校 西区西野３条10丁目
手稲東小学校 西区西野４条３丁目 ○
西野小学校 西区西野８条４丁目
西野第二小学校 西区西野８条７丁目 ○
西野中学校 西区西野８条７丁目 ○
二十四軒小学校 西区二十四軒２条３丁目
陵北中学校 西区二十四軒２条３丁目
八軒東中学校 西区八軒２条東３丁目
八軒西小学校 西区八軒３条西５丁目
八軒小学校 西区八軒４条西１丁目 ○
琴似中央小学校 西区八軒７条東１丁目
八軒北小学校 西区八軒８条西６丁目
八軒中学校 西区八軒８条西８丁目
発寒南小学校 西区発寒２条４丁目
発寒西小学校 西区発寒５条７丁目 ○
発寒中学校 西区発寒５条７丁目 ○
西小学校 西区発寒７条１３丁目
発寒小学校 西区発寒１０条４丁目
発寒東小学校 西区発寒１５条２丁目
西陵中学校 西区発寒１５条２丁目
福井野小学校 西区福井６丁目
福井野中学校 西区福井６丁目
平和小学校 西区平和３条８丁目
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山の手養護学校 西区山の手５条８丁目
西区民センター 西区琴似２条７丁目 ○
西野地区センター 西区西野４条２丁目 ○
はっさむ地区センター 西区発寒１０条４丁目 ○
手稲東児童会館 西区西町北１０丁目３番８号
二十四軒児童会館 西区二十四軒２条３丁目１番２号 ○
西区体育館 西区発寒５条８丁目 ○
北海道札幌琴似工業高等学校 西区発寒１３条１１丁目３－１ ○
北海道札幌琴似工業高等学校グラウンド 西区発寒１３条１１丁目３－１
札幌山の手高等学校 西区山の手２条8丁目5－12 ○
札幌市生涯学習センター「ちえりあ」 西区宮の沢１条１丁目１番１０号 ○
宮の沢中央会館 西区宮の沢１条５丁目６番２７号
西野あおい保育園 西区西野７条８丁目 ○
市営地下鉄東西線宮の沢駅 西区宮の沢１条１丁目 ○
市営地下鉄東西線発寒南駅 西区西町北７丁目 ○
市営地下鉄東西線琴似駅 西区琴似１条５丁目 ○
市営地下鉄東西線二十四軒駅 西区二十四軒１条５丁目 ○
稲穂ライラック公園 手稲区稲穂１条２丁目
稲穂公園 手稲区稲穂１条４丁目
手稲ぎょうせい公園 手稲区稲穂２条５丁目
稲穂そよかぜ公園 手稲区稲穂２条７丁目
金山みはらし公園 手稲区金山１条４丁目
金山公園 手稲区金山２条２丁目
手稲とんぼ公園 手稲区手稲本町１条２丁目
手稲パンダ公園 手稲区手稲本町２条２丁目
手稲きつつき公園 手稲区手稲本町２条４丁目
曙木星公園 手稲区曙２条５丁目
手稲わらび公園 手稲区曙３条２丁目
曙すみれ公園 手稲区曙８条２丁目
曙はまなす公園 手稲区曙１０条１丁目
山口公園 手稲区曙１１条１丁目
新発寒わらび公園 手稲区新発寒２条４丁目
北発寒公園 手稲区新発寒４条２丁目
新発寒朝日公園 手稲区新発寒５条６丁目
発寒公園 手稲区新発寒６条２丁目
新発寒すみれ公園 手稲区新発寒６条９～１０丁目
星置銀河公園 手稲区星置１条１丁目
星置緑星公園 手稲区星置１条５丁目
星置わんぱく公園 手稲区星置１条６丁目
星置公園 手稲区星置２条１丁目
星置星の子公園 手稲区星置３条５丁目
星置明星公園 手稲区星置３条６丁目
西宮の沢つくし公園 手稲区西宮の沢１条３丁目
宮の沢公園 手稲区西宮の沢５条２丁目
西宮の沢公園 手稲区西宮の沢３条３丁目
前田いちご公園 手稲区前田１条９丁目
稲積明治南公園 手稲区前田２条７丁目
前田ほまれ公園 手稲区前田２条１１丁目
前田のぞみ公園 手稲区前田３条３丁目
稲積明治北公園 手稲区前田４条７丁目
前田みどり公園 手稲区前田４条９丁目
下手稲公園 手稲区前田５条１３丁目
前田風っ子公園 手稲区前田６条９丁目
手稲ファミリー公園 手稲区前田６条１４丁目
手稲フレンド公園 手稲区前田６条１６丁目
稲積サクラ公園 手稲区前田７条６丁目
前田公園 手稲区前田７条１１丁目
稲山ハッピー公園 手稲区前田７条１７丁目

手

稲

区

西

区



札幌市国民保護計画に基づく避難施設一覧

区 施設名称 所在地 緊急一時避難施設

三晃ぼうけん公園 手稲区前田８条１０丁目
前田あざみ公園 手稲区前田８条１２丁目
前田ライラック公園 手稲区前田８条１８丁目
前田すみれ公園 手稲区前田９条１３丁目
ゆたか東ほおずき公園 手稲区前田１０条９丁目
富丘東公園 手稲区富丘１条３丁目
富丘三樽別公園 手稲区富丘１条５丁目
富丘五輪公園 手稲区富丘２条３丁目
富丘南公園 手稲区富丘５条３丁目
富丘サニー公園 手稲区富丘５条３丁目
富丘丸山公園 手稲区富丘５条４丁目
前田森林公園 手稲区前田５９１番地４
手稲稲積公園 手稲区前田１条５丁目
稲穂中学校 手稲区稲穂４条２丁目
稲穂小学校 手稲区稲穂４条５丁目 ○
手稲西小学校 手稲区金山３条２丁目
手稲西中学校 手稲区金山３条２丁目
手稲北小学校 手稲区手稲山口６５３番地
手稲中央小学校 手稲区手稲本町３条２丁目
稲陵中学校 手稲区曙７条２丁目
手稲山口小学校 手稲区曙１１条２丁目 ○
新発寒小学校 手稲区新発寒２条２丁目
新陵東小学校 手稲区新発寒５条４丁目
新陵中学校 手稲区新発寒５条４丁目
新陵小学校 手稲区新発寒６条６丁目
星置東小学校 手稲区星置２条１丁目
星置中学校 手稲区星置３条５丁目
西宮の沢小学校 手稲区西宮の沢２条４丁目
手稲鉄北小学校 手稲区前田２条１２丁目 ○
稲積中学校 手稲区前田４条５丁目
稲積小学校 手稲区前田５条７丁目
前田小学校 手稲区前田６条１１丁目
前田中学校 手稲区前田７条１３丁目
前田中央小学校 手稲区前田８条１２丁目
前田北中学校 手稲区前田１０条１５丁目
前田北小学校 手稲区前田１０条１８丁目 ○
富丘小学校 手稲区富丘１条６丁目 ○
手稲中学校 手稲区富丘３条５丁目
手稲中央幼稚園 手稲区手稲本町２条５丁目 ○
手稲区民センター 手稲区前田１条11丁目1-10 ○
手稲コミュニティセンター 手稲区手稲本町３条１丁目３－４１ ○
新発寒地区センター 手稲区新発寒５条４丁目２－２ ○
星置地区センター 手稲区星置２条３丁目１４－１ ○
手稲前田児童会館 手稲区前田２条１２丁目１番４号
手稲区体育館 手稲区曙２条１丁目 ○
北海道札幌手稲高等学校 手稲区手稲前田４９７番地２ ○
北海道札幌手稲高等学校グラウンド 手稲区手稲前田４９７番地２
札幌運転免許試験場 手稲区曙５条４丁目１番１号
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