
ポスター掲示場設置場所詳細一覧表

番号 所在地 設置名称 設置場所詳細 支柱 置石

01-01 澄川４条６丁目４ 澄川正ちゃん公園 西側 要

01-02 澄川４条２丁目１４ 澄川若草公園 南東側仕切石 要

01-03 澄川６条３丁目２ 都市機構澄川団地１号棟 南西側柵 不要

01-04 澄川５条３丁目１０ 千秋公園 西側木柵 要

01-05 澄川４条７丁目２ 地下鉄自衛隊前駅東出入口 車椅子用スロープ柵 不要

01-06 澄川５条４丁目１ 澄川小学校 北西側 不要

01-07 澄川６条４丁目９ 澄川サニー公園 多目的広場西側フェンス 不要

01-08 澄川４条４丁目４ 澄川きよすみ公園 南側仕切石 要

01-09 澄川５条６丁目２ 澄川バプテスト教会西側（市道） 市道柵 不要

02-01 澄川４条１丁目２ 地下鉄南北線第２澄川駐車場 西側フェンス 不要

02-02 澄川４条２丁目２ 地下鉄澄川駅駐輪場 南側出入口通路フェンス 不要

02-03 澄川３条２丁目６ 澄川地区会館 駐車場北側コンクリート枠 要 要

02-04 澄川１条１丁目３ 澄川こぶし公園 北西仕切石 要

02-05 澄川１条２丁目１ 澄川むつみ公園 北東側柵 要

02-06 澄川１条３丁目６ 澄川橋南側（市道） 市道柵 要

02-07 澄川２条３丁目２ 澄川ふれあい公園 西向かい側市道 要

02-08 澄川４条２丁目 地下鉄澄川駅西出入口前広場 西向き植栽前 要 要

03-01 真駒内東町１丁目１ 交通資料館 西側フェンス 不要

03-02 澄川４条８丁目１３ みなみ澄川公園 西側仕切石 要

03-03 澄川６条９丁目４ 澄川清澄台公園 南側柵 不要

03-04 澄川６条９丁目１１ ゴミステーション北側（市道） 法面 要

03-05 真駒内東町２丁目 西野真駒内線（五輪通）澄川橋（道道） 欄干西側 不要

03-06 澄川４条９丁目１０ 真駒内養護学校２号線（市道） 市道柵 不要

03-07 澄川４条１１丁目２ 北海道電力ネットワーク(株)真駒内変電所 南東側柵 不要

04-01 藤野４条４丁目１３ 藤が丘公園 南側柵 不要

04-02 藤野５条４丁目９ 藤野アップル公園 北側柵 不要

04-03 藤野４条５丁目１ 市営住宅藤野団地１号棟北側（市道） 市道柵 不要

04-04 藤野４条６丁目２９５ 藤野南小学校 南側柵 不要

04-05 藤野５条５丁目２２ 藤が丘そよかぜ公園 南西側柵 不要

04-06 藤野４条６丁目２９５ 藤野南小学校 北側柵 不要

04-07 藤野３条６丁目１ コープさっぽろ藤野店東側（市道） 市道柵 不要

04-08 藤野５条６丁目４５６ 藤野中学校 西側柵 不要
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番号 所在地 設置名称 設置場所詳細 支柱 置石

05-01 真駒内本町３丁目９ 市営住宅真駒内本町団地 東側柵 不要

05-02 真駒内本町３丁目４ 真駒内児童会館 東側柵 不要

05-03 真駒内本町４丁目１ じょうてつバス藻岩営業所 正門北側フェンス 不要

05-04 真駒内公園1 道立真駒内公園 北側 要

05-05 真駒内公園２ 五輪小橋（道道） 欄干 不要

05-06 真駒内本町６丁目１０ 真駒内本町会館 入口北側 要 要

05-07 真駒内本町７丁目１６ 真駒内本町公園 西側石垣後ろ 要

06-01 真駒内曙町１丁目１ 都市機構あけぼの団地３号棟 西側柵 不要

06-02 真駒内曙町１丁目２ 真駒内第１公園 東側歩道柵 不要

06-03 真駒内曙町１丁目１ 都市機構あけぼの団地２１号棟 南側柵 不要

06-04 真駒内曙町２丁目１ 真駒内公園小学校 正門南側柵 不要

06-05 真駒内曙町１丁目１ 都市機構あけぼの団地７号棟 南側柵 不要

06-06 真駒内曙町２丁目１ 真駒内曙中学校 グラウンド南側フェンス 不要

06-07 真駒内曙町３丁目１２ 真駒内曙公園 ゲートボール場東側植栽前 要

07-01 真駒内上町５丁目 真駒内めぐみ公園 北東側仕切石 要

07-02 真駒内上町４丁目７ 札幌みなみの杜高等支援学校（東側） 東側 要

07-03 真駒内上町４丁目７ 札幌みなみの杜高等支援学校（西側） ビニルハウス前 要

07-04 真駒内上町４丁目９ 上町公園 南側 要

07-05 真駒内緑町３丁目３ 真駒内五輪記念公園 西側植栽後ろ 要

07-06 真駒内公園４ 道立真駒内公園 東側植栽 要

07-07 真駒内公園４ 道立真駒内公園 南東側柵 不要

08-01 真駒内泉町４丁目１ くるみ公園 西側フェンス 不要

08-02 真駒内泉町３丁目１３ 真駒内桜山小学校 北門西側柵 不要

08-03 真駒内泉町３丁目１３ 真駒内桜山小学校 正門南側植栽前 要

08-04 真駒内泉町３丁目１２ 泉町公園 南西側植栽前 要

08-05 真駒内南町１丁目１ 真駒内川緑地（南側） 市道柵 不要

08-06 真駒内南町４丁目３ (株)モロオテニスコート 北東側フェンス 不要

08-07 真駒内柏丘１０丁目２ 真駒内柏ヶ丘花園公園南側（市道） 市道柵 不要

08-08 真駒内南町７丁目８ 石山西岡線・駒岡真駒内線交差点（市道） 警察犬訓練所南側柵 不要

09-01 真駒内１４４番地 駒岡１区バス停南側（市道） 市道柵 不要

09-02 真駒内１３８番地 駒岡団地入口（市道） 交差点北側 要

09-03 真駒内１４３番地 駒岡小学校前（市道） 東側柵 不要
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番号 所在地 設置名称 設置場所詳細 支柱 置石

10-01 常盤１条１丁目１ ときわ北公園 南側仕切石 要

10-02 常盤１条２丁目７ ときわ中央公園 東側柵 不要

10-03 常盤３条２丁目１８ 常盤いこい公園 南側仕切石 要

10-04 常盤２条２丁目２１ 常盤中学校 正門南側柵 不要

10-05 常盤２条２丁目１１ ときわ南公園 東側柵 不要

10-06 真駒内２５１番地 芸術の森小学校向い（市道） 北西側 要

10-07 常盤 常盤神社下バス停北側（市道） 市道柵 不要

10-08 真駒内１１８番地 ときわかけす公園 東側柵 不要

10-09 真駒内３３２番地１４９ 中央バスサンブライト真駒内停留所前 駐車場北東側フェンス 不要

11-01 滝野１０３番地 滝野会館 入口前 要

11-02 滝野 厚別の滝バス停西側（道道） 道道柵 不要

11-03 滝野 梅田宅西向い（市道） 法面 要

12-01 南３２条西１１丁目１ 南３２条藻岩下公園 南側柵 不要

12-02 南３１条西９丁目２ 南小学校 体育館西側柵 不要

12-03 南３１条西９丁目２ 南小学校 東側柵 不要

12-04 藻岩下３丁目９ 藻岩下こぶし公園 南側仕切石 要

12-05 南３５条西１０丁目８ 南３５条みゆき公園 西側フェンス 不要

12-06 南３４条西９丁目２ 市営住宅南３４条団地 西側芝生 要

12-07 南３６条西１１丁目 山鼻川緑地 公園柵 不要

12-08 南３３条西８丁目３ 南こども公園 北側 要

13-01 川沿１条３丁目７ 北の沢公園南東側（市道） 防護柵 不要

13-02 川沿３条２丁目１ 藻岩高校 国道２３０号線歩道橋南側柵 不要

13-03 川沿２条２丁目 北海道銀行川沿支店向い（道道） 南側柵 不要

13-04 川沿２条４丁目１６８５番地 川沿はやぶさ公園 南側柵 不要

13-05 川沿２条３丁目７ 藻岩北小学校 サブグラウンドフェンス 不要

13-06 川沿３条２丁目５ 中の沢橋（市道） 欄干北東側 不要

13-07 川沿４条３丁目７ メゾンドルチェ藻岩駐車場東側（市道） ガードレール 不要

13-08 川沿２条６丁目２ 森田宅南側（市道） 市道柵 不要
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14-01 川沿６条３丁目１ 川沿どんぐり公園 東側植栽前 要

14-02 川沿７条３丁目３ 川沿さふらん公園 北側 要

14-03 川沿７条３丁目４ 藻岩中学校 西側柵 不要

14-04 川沿７条２丁目３ 藻岩小学校 東側柵 不要

14-05 川沿９条３丁目２ 川沿中央公園 北東側 要

14-06 川沿１０条１丁目６ 石山通・川沿石山連絡線交差点（市道） 北東側歩道 要 要

14-07 川沿１１条３丁目 川沿橋（市道） 欄干 不要

14-08 川沿５条４丁目４ 川沿やまばと公園 南側仕切石 要

15-01 南沢５条２丁目１２ 南沢東台公園 トイレ西側 要

15-02 南沢５条３丁目１４ 南沢公園 南側柵 不要

15-03 南沢３条２丁目１８ 南の沢小学校 南側グラウンドフェンス 不要

15-04 南沢３条２丁目１８ 南の沢小学校 信号機南側柵 不要

15-05 南沢４条２丁目 南沢えいと公園 南側仕切石 要

15-06 南沢２条２丁目９ 南沢サニー公園 北東側柵 不要

15-07 南沢２条１丁目１７ 南が丘中学校 南西側フェンス 不要

15-08 南沢４条１丁目７ 東海大学前バス停西側（市道） 市道柵 不要

16-01 石山１条２丁目１５ 啓北商業高校 駐車場南側フェンス 不要

16-02 石山１条３丁目５ 石山北公園 東側仕切石 要

16-03 石山２条３丁目 石山山の手公園 南東側仕切石 要

16-04 石山１条４丁目１ 石山緑小学校 南西側柵 不要

16-05 石山２条４丁目３ 善住寺 北側駐車場前 要

16-06 石山２条２丁目１４ 石山緑地西向 市道柵 不要

16-07 石山３条６丁目２ 石山ほのぼの公園 南側柵 要

17-01 石山１条７丁目１９ 浜出宅北側（市道） 市道柵 不要

17-02 石山３条６丁目１０ 石山もみじ公園 東側柵 不要

17-03 石山１条８丁目１０ 石山いこい公園 南側柵 不要

17-04 石山１条９丁目１０ 石山丘晴公園 東側フェンス 要

17-05 石山２条８丁目７ 石山中学校 北側フェンス 不要

17-06 石山５６１番地 石山電気商会㈱資材置場西側（市道） 市道柵 不要

17-07 石山１条７丁目 石山ごうごう公園横（市道） 市道柵 不要

17-08 石山２条５丁目 石山なかよし公園 南東側仕切石 要

17-09 石山２条６丁目１１ 石山グリーン公園 西側石塀 要

17-10 石山５２８番地 藤の沢小学校南西側 市道柵 不要
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18-01 藤野６条２丁目 藤野２号橋（市道） 欄干 不要

18-02 藤野３条２丁目２ 藤の沢はなぞの公園橋南側 市道柵 不要

18-03 藤野４条１丁目１ 藤野１号橋（市道） 欄干 不要

18-04 藤野４条２丁目６ 藤の沢チビッコ公園横（市道） 南西側柵 不要

18-05 藤野４条１丁目５ 深井宅北西側（市道） 市道柵 不要

19-01 藤野５条１０丁目１－１ 南陵高校グラウンド北側（市道） 法面 要

19-02 藤野３条８丁目１２ 下藤野１号橋（市道） 欄干 不要

19-03 藤野５条９丁目１ 藤野通橋（市道） 欄干 不要

19-04 藤野２条１２丁目１０ 西藤野むつみ公園 東側 不要

19-05 藤野４条９丁目６ 藤野白樺会館（市道） 北側 要

19-06 藤野３条７丁目８ 楠本宅西側（市道） 市道柵 不要

19-07 藤野５条８丁目 光陽どんぐり公園 南側植栽前 要

19-08 藤野３条１０丁目４ 藤野公園東側（市道） ガードレール 要

20-01 白川１８１４番地 北方自然教育園東側 旗掲揚ポール付近の柵 不要

20-02 白川１８１４番地 古館宅南側（市道） フェンス 不要

21-01 簾舞 旧簾舞通行屋前バス停（市道） 市道柵 不要

21-02 簾舞２条４丁目 簾舞川橋横（市道） 市道柵 不要

21-03 簾舞１条５丁目２ 簾舞花岡神社北側交差点（市道） フェンス 不要

21-04 簾舞３条６丁目８ 簾舞地区会館 歩道沿い植栽内 要

21-05 砥山７１ 砥山会館南向 市道柵 不要

21-06 簾舞３条３丁目２ 簾舞跨道橋南側（市道） 市道柵 不要

21-07 簾舞４条６丁目４ 簾舞宮の上公園 北側 要

21-08 簾舞２条１丁目１０ 簾舞よつば公園 南側フェンス柵 不要

21-09 簾舞４条１丁目２ 簾舞山の上公園 北側柵 不要

22-01 砥山１２５ 八剣山トンネル西側駐車場 トイレ東側 不要

22-02 小金湯 小金湯交差点 市道柵 不要

22-03 豊滝１丁目４ とよたき公園 東側仕切石 要

22-04 豊滝 旧豊滝小学校東側 市道柵 不要

22-05 豊滝７１１番地 豊滝バス停東側（市道） 旧国道法面 要
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23-01 定山渓温泉東１丁目 定山渓東西線入口（市道） 北東欄干 不要

23-02 定山渓 豊平峡ダム入口（市道） 速度規制標識付近 要

23-03 定山渓温泉西３丁目 定山渓大橋公園 西側仕切石 要

23-04 定山渓温泉西１丁目 定山渓錦台公園 北側石塀 要

23-05 定山渓温泉東３丁目 章月グランドホテル南西側（市道） 市道柵 不要

23-06 定山渓温泉東３丁目 定山渓大橋（道道） 欄干 不要

23-07 定山渓温泉東４丁目 定山渓まちづくりセンター東側 市道柵 不要

23-08 定山渓温泉東４丁目 定山渓小学校 南東柵 不要

24-01 中ノ沢１７１１番地 中ノ沢会館 東側市道沿い 要

24-02 中ノ沢６丁目９ 中の沢ポプラ公園 西側　防火水槽標識右隣 要

24-03 中ノ沢７丁目８ 中の沢５丁目バス停北西側（市道） 市道柵 不要

24-04 中ノ沢５丁目６ 中の沢さくら公園 西側仕切石 要

24-05 中ノ沢２丁目２ レックス駐車場 駐車場南側 要

24-06 中ノ沢２丁目１ 中ノ沢公園 南東側柵 不要

24-07 中ノ沢１丁目１０ 中の沢団地（市道） 西側柵 不要

25-01 澄川５条１１丁目１０ 緑ヶ丘なか公園 東側柵 不要

25-02 澄川６条１１丁目９ 澄川あさひ台北公園 西側柵 不要

25-03 澄川６条１２丁目１０ 澄川あさひ台公園 東側植栽前 要

25-04 澄川５条１３丁目７ 澄川南小学校 北側フェンス 不要

25-05 澄川６条１３丁目９ 朝日台上橋南西側（市道） ガードレール 不要

25-06 澄川５条１３丁目２ 緑ヶ丘にし公園 東側柵 不要

25-07 澄川５条１３丁目７ 澄川南小学校 南側柵 不要

26-01 北ノ沢１８９７番地 山水団地前じょうてつバス回転場 待合所南側 要 要

26-02 北ノ沢３丁目３ 北の沢第３やまばと公園 北東側柵 不要

26-03 北ノ沢６丁目６ 北の沢山の子公園 東側植栽前 要

26-04 北ノ沢１７２７番地 北の沢小学校 北東側柵 不要

26-05 北ノ沢９丁目３ 北の沢ヤマナミ公園 南側フェンス 不要

26-06 北ノ沢1744番地116 北ノ沢第２配水池 南西側柵 不要

26-07 北ノ沢４丁目１ 北の沢２丁目バス停北側（市道） 市道柵 不要
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27-01 川沿１３条３丁目４ 川沿みどり公園 北側仕切石 要

27-02 川沿１２条１丁目１ 北海道電力ネットワーク(株)札幌南ネットワークセンター駐車場 看板右横 要 要

27-03 川沿１５条２丁目３ 硬石山こばと公園 北側石塀内側 要

27-04 川沿１５条２丁目１０ 市営住宅川沿団地 北側法面 要

27-05 川沿１５条２丁目４ 定山渓観光交通(株) 東側塀 不要

27-06 川沿１７条１丁目１ 川沿たけのこ公園 北西側 要

27-07 川沿１８条２丁目１ もいわ幼稚園 南側柵 不要

28-01 藤野２条６丁目９ 十五島１号橋（市道） 欄干 不要

28-02 藤野２条４丁目１ 東光ストア藤野店西側 市道柵 不要

28-03 藤野２条７丁目２ 藤野地区センター 駐車場南側柵 不要

28-04 藤野２条７丁目7 藤野小学校 東側柵 不要

28-05 藤野２条８丁目６ 藤野児童会館 西側コンクリート塀 不要

28-06 藤野２条９丁目５ 含笑寺西側（市道） 市道柵 不要

28-07 藤野１条１０丁目４ 藤野第２ちびっこ公園 南西側柵 不要

28-08 藤野２条３丁目１ 藤野東公園 南側仕切石 要

29-01 澄川３条６丁目３－１ 東光ストア自衛隊駅前店 駐車場北側出入口横 要

29-02 澄川２条５丁目７ 澄川西小学校 プール前 要

29-03 澄川２条４丁目１ 佐藤宅東側（市道） ガードレール 要

29-04 澄川２条５丁目７ 澄川西小学校 北側正門　東側フェンス 不要

29-05 澄川４条５丁目１ 地下鉄南北線高架下駐車場 平岸通沿フェンス 不要

29-06 澄川３条６丁目４ 地下鉄自衛隊前駅前慈恵橋（市道） 欄干 不要

29-07 澄川２条４丁目１１ 澄川ちびっこ公園 南西側仕切石 要

30-01 澄川６条５丁目１ 澄川通（市道） 澄川中学校東側法面 要

30-02 澄川６条８丁目９ 澄川緑台公園 西側フェンス 不要

30-03 澄川５条８丁目１ 澄川公園 東側出入口横植栽前 要

30-04 澄川６条７丁目412－３ 澄川通（三角地） 三角地東側 要

30-05 澄川６条６丁目１ 澄川中学校 西側柵 不要

30-06 澄川６条５丁目１ 澄川北緑地 南西側 要
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31-01 真駒内柏丘５丁目３ 真駒内プリムラ公園 北西側柵 不要

31-02 真駒内柏丘１丁目１ 柏丘ポンプ場 北西側フェンス 不要

31-03 真駒内幸町２丁目１－５ 南区民センター 南側柵 不要

31-04 真駒内幸町３丁目１ 真駒内中学校 南側柵 不要

31-05 真駒内幸町２丁目１－５ 南区役所 駐車場西側柵 不要

31-06 真駒内泉町１丁目６ 真駒内川緑地（北側） 東側市道柵 不要

31-07 真駒内柏丘５丁目１３ 柏ケ丘中央公園 北東側柵 不要

31-08 真駒内柏丘２丁目６ 真駒内グリーンヒル公園 東側 要

32-01 石山東１丁目６ 石山みはらし公園 西側植栽前 要

32-02 石山東５丁目５ 藻南学園橋 欄干 不要

32-03 石山東４丁目５ 石山こだま公園 北西側 要

32-04 石山東５丁目１ 石山東配水池用地 南東側フェンス　南端 不要

32-05 石山東４丁目８－１２ 石山東平和会館 入口横南側 要 要

32-06 石山東６丁目５ 石山さくら公園 西側柵 不要

32-07 石山東６丁目８ 農地南側（市道） 市道柵 不要

33-01 南沢６条４丁目１８ 南沢みどり公園 道路側柵 不要

33-02 南沢１８２２番地 南沢福祉会館 正面入口横 要 要

33-03 南沢３条４丁目 南沢やまびこ公園 北東側柵 不要

33-04 南沢１条３丁目１６ 南沢１－３バス停西側（市道） 市道柵 不要

33-05 南沢１条３丁目９ 南沢中央公園 東側フェンス 不要

33-06 南沢１条３丁目１ 南沢入口バス停東側（市道） 市道柵前緑地 要

33-07 南沢３条４丁目 南沢３－４バス停西側（市道） 市道柵 不要

33-08 南沢４条４丁目１６ 東海公園 北側石塀 要
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