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ポスター掲示場設置場所住所一覧

投票区名 投票所名 整理番号 設置場所住所 設置場所名称
第1投票区 東米里福祉会館 01-01 白石区東米里２１２４番地 米こめ公園前歩道

01-02 白石区東米里２１５９ 「東米里福祉会館」正面

01-03 白石区東米里2197番地 バス停「東栄北」横

01-04 白石区東米里２０３８ バス停「厚別新川橋」後

第2投票区 米里小学校 02-01 白石区米里１条４丁目 米里中学校　正門右横

02-02 白石区菊水元町７条１丁目 白菊公園

02-03 白石区菊水元町６条３丁目 菊水舞鶴公園

02-04 白石区菊水元町８条２丁目 菊水元町児童会館

02-05 白石区菊水元町８条１丁目 菊水みやこ公園

02-06 白石区米里３条１丁目 米里わいわい公園

02-07 白石区菊水元町９条１丁目 米里公園

02-08 白石区米里５条１丁目 バス停「米里5条1丁目」後

02-09 白石区米里１条４丁目 米里中学校　校庭側

02-10 白石区米里１条３丁目 米里小学校　校庭側

第3投票区 川北小学校 03-01 白石区川北４条２丁目 川北小学校　正門右横

03-02 白石区北郷８条９丁目 北郷公園

03-03 白石区北郷５条１０丁目 北郷コスモス公園

03-04 白石区北郷６条８丁目 北郷さつき公園

03-05 白石区米里２条４丁目 ＮＴＴ北郷電話交換局フェンス

03-06 白石区川北３条２丁目 川北はまなす公園

03-07 白石区川北４条２丁目 川北小学校　校庭側

03-08 白石区川北２条３丁目 川北なのはな公園

第4投票区 川下会館 04-01 白石区川下２７２４番地 バス停「中川下」横

04-02 白石区川下６４１番地 川下会館向かい

04-03 白石区川下６４６番地 川下公園　東側

04-04 白石区川下７９４番地 バス停「川下公園前」後

第5投票区 菊水小学校 05-01 白石区菊水元町２条３丁目 菊水小学校　正門右横

05-02 白石区菊水元町２条１丁目 イシグロ（株）札幌支店

05-03 白石区菊水元町２条３丁目 菊水小学校　校庭側

05-04 白石区菊水元町３条１丁目 菊水元町夕やけ公園

05-05 白石区北郷２条１丁目 北郷ライラック公園

05-06 白石区菊水元町２条４丁目 菊水元町しらかば公園

05-07 白石区菊水元町５条１丁目 白菊すくすく公園

05-08 白石区菊水元町２条１丁目 菊水元町青空公園

第6投票区 北白石中学校 06-01 白石区北郷６条３丁目 北白石中学校　正門右横

06-02 白石区北郷３条３丁目 北郷なかよし公園

06-03 白石区北郷２条２丁目 こぶし公園

06-04 白石区北郷８条３丁目 北郷わんぱく公園

06-05 白石区北郷６条３丁目 北郷あかつき公園

06-06 白石区北郷４条３丁目 北郷ゴルフセンター

06-07 白石区北郷５条４丁目 北郷やよい公園

06-08 白石区北郷８条４丁目 北郷はづき公園

第7投票区 北郷小学校 07-01 白石区北郷４条５丁目 北郷小学校　正門右横

07-02 白石区北郷４条６丁目 北郷きさらぎ公園

07-03 白石区北郷５条６丁目　 北郷むつき公園

07-04 白石区北郷１条５丁目 北郷東ひまわり公園

07-05 白石区北郷５条６丁目 北郷むつき公園フェンス

07-06 白石区北郷２条４丁目 北郷こまどり公園

07-07 白石区北郷４条５丁目 北郷小学校　グラウンド側

第8投票区 北白石地区センター 08-01 白石区北郷３条７丁目 北白石地区センター

08-02 白石区北郷５条７丁目 豊平川中継ポンプ場

08-03 白石区北郷３条９丁目 北郷あさかぜ公園

08-04 白石区北郷４条１０丁目 北郷すずらん公園

08-05 白石区北郷１条８丁目 北郷どじょっこ公園

08-06 白石区北郷１条７丁目 北郷どんぐり公園

08-07 白石区北郷１条８丁目 北郷ひよっこ公園
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投票区名 投票所名 整理番号 設置場所住所 設置場所名称
第9投票区 北都小学校 09-01 白石区北郷３条１１丁目 北都小学校　正門左横

09-02 白石区北郷４条１１丁目 北郷ねむの木公園

09-03 白石区北郷３条１２丁目 北都公園

09-04 白石区北郷４条１３丁目 プラージュ裏フェンス

09-05 白石区北郷４条１３丁目 北郷かつら公園

09-06 白石区北郷２条１４丁目 北郷とちの木公園

09-07 白石区北郷１条１３丁目 ＪＲ平和駅　自転車駐輪場

09-08 白石区北郷２条１３丁目 空地

09-09 白石区川北１条３丁目 川北すみれ公園

09-10 白石区北郷３条１１丁目 北都小学校　校庭側

第10投票区 東川下小学校 10-01 白石区川下４条３丁目 東川下小学校　西側

10-02 白石区川下３条５丁目 東川下記念会館

10-03 白石区川下４条３丁目 東川下小学校　東側

10-04 白石区川下４条４丁目 東川下公園

10-05 白石区川下１条６丁目 市営住宅東川下団地Ｓ－５号棟　駐
車場角

10-06 白石区川下５条３丁目 東川下あおさぎ公園

10-07 白石区川下１条８丁目 東川下かわせみ公園

10-08 白石区川下３条６丁目 東川下かけす公園

第11投票区 上白石小学校 11-01 白石区菊水上町１条３丁目 上白石小学校　正門右横

11-02 白石区菊水上町２条２丁目 菊水上町いずみ公園

11-03 白石区菊水上町４条３丁目 菊水みどり公園　南側

11-04 白石区菊水上町２条３丁目 白石公園　東側

11-05 白石区菊水上町１条３丁目 白石公園内しののめ公園　南西側

11-06 白石区菊水上町１条３丁目 上白石小学校　プール前

11-07 白石区菊水上町４条１丁目 菊水上町わらしこ公園

11-08 白石区菊水上町３条２丁目 ツルハドラッグ菊水上町店

第12投票区 西白石小学校 12-01 白石区中央３条５丁目 西白石小学校　スロープ横フェンス

12-02 白石区中央１条６丁目 にこにこ公園

12-03 白石区中央２条３丁目 藤光鋼材㈱

12-04 白石区中央２条３丁目 白石くりの木公園

12-05 白石区中央３条２丁目 白石ポッポ公園

12-06 白石区中央３条５丁目 西白石小学校　校庭側

12-07 白石区中央２条４丁目 ほがらか公園

第13投票区 白石小学校 13-01 白石区本通１丁目北 白石小学校　体育館横

13-02 白石区平和通１丁目北 白石中央東ＪＲ宿舎　５０４号棟横

13-03 白石区本通２丁目南 杉の子公園

13-04 白石区平和通４丁目南 コスモス公園

13-05 白石区本通４丁目北 わかごま公園

13-06 白石区平和通３丁目北 ビッグハウス白石店駐車場

13-07 白石区平和通１丁目北 白石中央公園

13-08 白石区本通１丁目北 白石小学校　校庭側

13-09 白石区本郷通１丁目北 市営住宅白石中央団地１号棟　東側
緑地

第14投票区 柏丘中学校 14-01 白石区平和通８丁目北 柏丘中学校　通用門右横

14-02 白石区平和通９丁目北 平和通公園　西側

14-03 白石区平和通１０丁目北 みゆき公園

14-04 白石区平和通１３丁目北 みずき公園

14-05 白石区平和通７丁目北 かしわ公園

14-06 白石区平和通９丁目北 平和通公園　東側

14-07 白石区平和通８丁目北 柏丘中学校　校庭側

14-08 白石区平和通５丁目北 やなぎ公園

第15投票区 平和通小学校 15-01 白石区本通１５丁目北 平和通小学校　正門右横

15-02 白石区平和通１７丁目北 大谷地かしわ公園

15-03 白石区平和通１６丁目北 白石東公園

15-04 白石区本通１６丁目北 道立精神保健福祉センター

15-05 白石区平和通１５丁目南 本通橋横フェンス

15-06 白石区本通１６丁目北 白友公園

15-07 白石区本通１７丁目北 大谷地だいいち公園

15-08 白石区本通１４丁目北 はんの木公園

第16投票区 東橋小学校 16-01 白石区菊水８条１丁目 東橋小学校　プール横

16-02 白石区菊水７条２丁目 若葉公園

16-03 白石区菊水２条２丁目 シャンボール菊水西町

16-04 白石区菊水４条２丁目 勤医協札幌病院　駐車場

16-05 白石区菊水５条２丁目 菊水公園

16-06 白石区菊水８条１丁目 東橋小学校　校庭側
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投票区名 投票所名 整理番号 設置場所住所 設置場所名称
第17投票区 幌東中学校 17-01 白石区菊水６条３丁目 幌東中学校　正門左横

17-02 白石区菊水３条５丁目 アークス菊水店

17-03 白石区菊水５条３丁目 ㈱メカニクス

17-04 白石区菊水６条４丁目 四ツ葉公園

17-05 白石区菊水９条３丁目 双葉公園

17-06 白石区菊水２条３丁目 やよい公園

17-07 白石区菊水６条３丁目 幌東中学校　校庭側

第18投票区 日章中学校 18-01 白石区東札幌４条５丁目 日章中学校　正門右横

18-02 白石区東札幌４条５丁目 日章中学校　通用門左横

18-03 白石区東札幌３条４丁目 きよみず公園

18-04 白石区東札幌１条１丁目 白石こころーどフェンス

18-05 白石区東札幌１条３丁目 白石こころーど横フェンス

18-06 白石区東札幌３条２丁目 イオン東札幌店　駐車場

18-07 白石区東札幌１条２丁目 白石こころーど横フェンス

第19投票区 東札幌小学校 19-01 白石区東札幌４条５丁目 東札幌小学校　プール裏フェンス

19-02 白石区東札幌４条５丁目 東札幌小学校　南側角フェンス

19-03 白石区東札幌２条６丁目 東札幌やまびこ公園

19-04 白石区東札幌２条６丁目 地下鉄白石駅　自転車駐輪場

19-05 白石区東札幌１条６丁目 まくらぎ公園

19-06 白石区東札幌２条４丁目 東札幌かえで公園

19-07 白石区東札幌６条５丁目 東札幌にれ公園

19-08 白石区東札幌１条４丁目 白石こころーど横フェンス

第20投票区 南郷小学校 20-01 白石区本郷通４丁目南 南郷小学校　学校開放用通用門右横

20-02 白石区本郷通４丁目南 南郷小学校　北側プール裏フェンス

20-03 白石区南郷通２丁目北 白石中央自動車学園　教習コース横

20-04 白石区南郷通４丁目南 アサヒビール園

20-05 白石区南郷通２丁目北 南郷丘公園

20-06 白石区南郷通５丁目北 南郷タンポポ公園

20-07 白石区本通４丁目南 本通公園

20-08 白石区本郷通３丁目南 てまり公園

第21投票区 南白石小学校 21-01 白石区南郷通２丁目南 南白石小学校　通用門右横

21-02 白石区栄通５丁目 もみじ公園

21-03 白石区栄通２丁目 エルム公園

21-04 白石区南郷通２丁目南 フレンド公園

第22投票区 白石中学校 22-01 白石区本郷通６丁目南 白石中学校　南側通用門左横

22-02 白石区本郷通６丁目南 白石中学校　グラウンド角

22-03 白石区栄通７丁目 サイクリングロード横ガードレール

22-04 白石区栄通６丁目 みのる公園

22-05 白石区南郷通６丁目南 南郷交番横　緑地

22-06 白石区本郷通６丁目南 本郷公園

第23投票区 みつば会館 23-01 白石区本通１０丁目南 市営住宅白石本郷団地５号棟　南側

23-02 白石区本郷通１０丁目北 市営住宅白石本郷団地４号棟　南側

23-03 白石区本通９丁目南 あかね公園

23-04 白石区本通９丁目南 あかね公園フェンス

23-05 白石区本郷通10丁目南 市営住宅白石本郷団地２号棟

第24投票区 本郷小学校 24-01 白石区南郷通１０丁目南 本郷小学校　通用門左横

24-02 白石区南郷通１０丁目北 南郷東公園

24-03 白石区南郷通１２丁目南 あおい公園

24-04 白石区栄通１３丁目 白石こころーど横ガードレール

24-05 白石区栄通１２丁目 白石ふじ公園

24-06 白石区栄通９丁目 こなみ公園

24-07 白石区南郷通８丁目南 万生公園

24-08 白石区南郷通８丁目北 みどり公園

24-09 白石区南郷通１０丁目南 本郷小学校　校庭側

第25投票区 東白石小学校 25-01 白石区本通１４丁目南 東白石小学校　南フェンス

25-02 白石区南郷通１４丁目北 南郷通フェンス

25-03 白石区南郷通１４丁目北 南郷の湯入口左横

25-04 白石区本郷通１２丁目北 栄公園

25-05 白石区南郷通１４丁目北 白石あかつき公園

25-06 白石区南郷通１４丁目南 白石星の子公園

25-07 白石区本通１４丁目南 白石区土木センター　西側
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投票区名 投票所名 整理番号 設置場所住所 設置場所名称
第26投票区 大谷地小学校 26-01 白石区本通１８丁目南 大谷地小学校　正門左横

26-02 白石区流通センター４丁目 開栄橋　欄干

26-03 白石区南郷通２０丁目南 吉田山公園

26-04 白石区栄通２０丁目 おおた公園

26-05 白石区本通１９丁目南 吉田山第２号公園

26-06 白石区栄通１８丁目 コープさっぽろルーシー店入口横

26-07 白石区南郷通１７丁目北 道営住宅白樺団地　Ｒ－１前

26-08 白石区栄通１８丁目 道営住宅栄通団地　Ｒ－１横

26-09 白石区本通１８丁目南 大谷地小学校　プール裏フェンス

第27投票区 本通小学校 27-01 白石区平和通９丁目南 本通小学校　体育館側フェンス

27-02 白石区本通１３丁目北 スーパー　ダイイチ駐車場フェンス

27-03 白石区平和通１０丁目南 旭町公園

27-04 白石区平和通７丁目南 白石共栄公園

27-05 白石区本通１２丁目北 青葉公園

27-06 白石区本通６丁目北 白石団地Ｈ棟駐車場

27-07 白石区平和通９丁目南 本通小学校　裏門左横

第28投票区 白石区役所 28-01 白石区南郷通１丁目南 白石区役所前

28-02 白石区南郷通１丁目南 白石こころーど緑地

28-03 白石区南郷通１丁目南 なみき公園

第29投票区 白石東地区センター 29-01 白石区南郷通１５丁目北 東白石中学校　正門右横

29-02 白石区南郷通１６丁目南 白石南公園

29-03 白石区本通１５丁目南 白石霜踏公園

29-04 白石区南郷通１７丁目南 南郷からまつ公園

29-05 白石区南郷通１５丁目南 白石みそら公園

29-06 白石区南郷通１５丁目北 東白石中学校　校庭側フェンス

29-07 白石区栄通１５丁目 白石こころーど横ガードレール

29-08 白石区本通１６丁目南 リフレサッポロ駐車場前

第30投票区 東札幌児童会館 30-01 白石区東札幌５条３丁目 東札幌児童会館　正面右横

30-02 白石区東札幌６条４丁目 もつき公園

30-03 白石区東札幌６条２丁目 東札幌公園

30-04 白石区東札幌６条４丁目 もつき公園

30-05 白石区東札幌６条１丁目 さっぽろ大地公園
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