
一覧表

投票区名 投票所名1 設置No 設置場所住所 設置場所名称1
第1投票区 新陵小学校 01-01 手稲区新発寒６条６丁目 新陵小学校体育館開放玄関前
第1投票区 新陵小学校 01-02 手稲区新発寒５条６丁目 発寒朝日公園北側
第1投票区 新陵小学校 01-03 手稲区新発寒５条６丁目 発寒朝日公園東側
第1投票区 新陵小学校 01-04 手稲区新発寒５条７丁目 新発寒ささ舟緑地
第1投票区 新陵小学校 01-05 手稲区新発寒６条１０丁目 新発寒すみれ公園
第1投票区 新陵小学校 01-06 手稲区新発寒７条６丁目 新発寒ひばり公園
第2投票区 稲積中学校 02-01 手稲区前田４条５丁目 稲積中学校体育館前
第2投票区 稲積中学校 02-02 手稲区前田４条５丁目 稲積中学校グラウンド側
第2投票区 稲積中学校 02-03 手稲区前田１条５丁目 手稲稲積公園西側スキー山広場横
第2投票区 稲積中学校 02-04 手稲区前田１条５丁目 手稲稲積公園西側野球場横
第2投票区 稲積中学校 02-05 手稲区前田１条５丁目 手稲稲積公園南側テニスコート前
第2投票区 稲積中学校 02-06 手稲区前田３条４丁目 市営住宅稲積集会所前
第2投票区 稲積中学校 02-07 手稲区前田７条６丁目 稲積サクラ公園
第3投票区 前田中央小学校 03-01 手稲区前田８条１２丁目 前田中央小学校体育館開放玄関前
第3投票区 前田中央小学校 03-02 手稲区前田８条１２丁目 前田中央小学校グラウンド側
第3投票区 前田中央小学校 03-03 手稲区前田８条１２丁目 前田あざみ公園
第3投票区 前田中央小学校 03-04 手稲区前田７条１１丁目 前田公園
第3投票区 前田中央小学校 03-05 手稲区前田８条８丁目 前田緑苑そよかぜ公園
第3投票区 前田中央小学校 03-06 手稲区前田８条１０丁目 三晃ぼうけん公園
第3投票区 前田中央小学校 03-07 手稲区前田１０条９丁目 ゆたか東ほおずき公園
第3投票区 前田中央小学校 03-08 手稲区前田１２条１０丁目 前田すなやま公園
第4投票区 前田小学校 04-01 手稲区前田６条１１丁目 前田小学校体育館前
第4投票区 前田小学校 04-02 手稲区前田６条９丁目 前田風っ子公園
第4投票区 前田小学校 04-03 手稲区前田６条９丁目 前田まちづくりセンター
第4投票区 前田小学校 04-04 手稲区前田４条９丁目 前田みどり公園
第4投票区 前田小学校 04-05 手稲区前田５条１３丁目 下手稲公園
第4投票区 前田小学校 04-06 手稲区前田６条１４丁目 手稲ファミリー公園
第4投票区 前田小学校 04-07 手稲区前田６条１６丁目 手稲フレンド公園
第5投票区 手稲鉄北小学校 05-01 手稲区前田２条１２丁目 手稲鉄北小学校前
第5投票区 手稲鉄北小学校 05-02 手稲区前田４条１３丁目 前田ひばり公園
第5投票区 手稲鉄北小学校 05-03 手稲区前田１条９丁目 前田いちご公園
第5投票区 手稲鉄北小学校 05-04 手稲区前田１条１１丁目 手稲区役所正面玄関横
第5投票区 手稲鉄北小学校 05-05 手稲区前田１条１１丁目 手稲区役所駐車場
第5投票区 手稲鉄北小学校 05-06 手稲区前田２条１２丁目 手稲鉄北小学校跡地樽川通側
第6投票区 前田北小学校 06-01 手稲区前田１０条１８丁目 前田北小学校前
第6投票区 前田北小学校 06-02 手稲区前田１０条１９丁目 前田はまなす公園
第6投票区 前田北小学校 06-03 手稲区前田１０条１９丁目 稲山アカシア公園
第6投票区 前田北小学校 06-04 手稲区前田９条１９丁目 手稲稲山公園
第6投票区 前田北小学校 06-05 手稲区前田８条１８丁目 前田ライラック公園
第6投票区 前田北小学校 06-06 手稲区前田８条１９丁目 前田はぐくみ公園
第6投票区 前田北小学校 06-07 手稲区前田８条１８丁目 前田ふれあい公園
第7投票区 稲陵中学校 07-01 手稲区曙７条２丁目 稲陵中学校前
第7投票区 稲陵中学校 07-02 手稲区曙７条２丁目 稲陵中学校西側
第7投票区 稲陵中学校 07-03 手稲区曙６条２丁目 山口なかよし公園
第7投票区 稲陵中学校 07-04 手稲区曙８条１丁目 曙ひまわり公園
第7投票区 稲陵中学校 07-05 手稲区曙７条１丁目 曙わんぱく公園
第7投票区 稲陵中学校 07-06 手稲区明日風６丁目 明日風いちご公園
第7投票区 稲陵中学校 07-07 手稲区曙５条５丁目 曙西緑地
第7投票区 稲陵中学校 07-08 手稲区明日風２丁目 明日風公園北側
第7投票区 稲陵中学校 07-09 手稲区曙５条２丁目 札幌市稲寿園
第8投票区 星置中学校 08-01 手稲区星置３条５丁目 星置中学校体育館前
第8投票区 星置中学校 08-02 手稲区星置３条４丁目 星置竹の子公園
第8投票区 星置中学校 08-03 手稲区星置２条４丁目 星置コメット公園
第8投票区 星置中学校 08-04 手稲区星置１条４丁目 市営住宅星置駅前団地７号棟前
第8投票区 星置中学校 08-05 手稲区星置３条６丁目 星置明星公園
第8投票区 星置中学校 08-06 手稲区星置３条９丁目 星置ほしみ公園
第8投票区 星置中学校 08-07 手稲区手稲山口６５３番地 手稲北小学校前
第8投票区 星置中学校 08-08 手稲区星置３条１丁目 星置きらぼし公園
第8投票区 星置中学校 08-09 手稲区明日風４丁目 明日風すいか公園南側
第9投票区 富丘小学校 09-01 手稲区富丘１条６丁目 富丘小学校前
第9投票区 富丘小学校 09-02 手稲区富丘１条６丁目 富丘小学校グラウンド側
第9投票区 富丘小学校 09-03 手稲区富丘１条５丁目 富丘三樽別公園
第9投票区 富丘小学校 09-04 手稲区富丘１条５丁目 オリンピア第二公園
第9投票区 富丘小学校 09-05 手稲区富丘１条４丁目 稲積公園駅バス停付近
第9投票区 富丘小学校 09-06 手稲区富丘２条７丁目 市営住宅富丘西団地入口
第10投票区 手稲中学校 10-01 手稲区富丘３条５丁目 手稲中学校体育館入口
第10投票区 手稲中学校 10-02 手稲区富丘３条４丁目 市営住宅富丘東団地１号棟前
第10投票区 手稲中学校 10-03 手稲区富丘５条４丁目 富丘丸山公園
第10投票区 手稲中学校 10-04 手稲区富丘３条４丁目 富丘ささの子公園
第10投票区 手稲中学校 10-05 手稲区西宮の沢５条２丁目 宮の沢公園
第10投票区 手稲中学校 10-06 手稲区富丘２条２丁目 富丘西宮の沢まちづくりセンター前
第10投票区 手稲中学校 10-07 手稲区富丘２条３丁目 富丘五輪公園
第11投票区 手稲中央小学校 11-01 手稲区手稲本町３条２丁目 手稲中央小学校前
第11投票区 手稲中央小学校 11-02 手稲区手稲本町３条２丁目 手稲中央小学校グラウンド側
第11投票区 手稲中央小学校 11-03 手稲区手稲本町３条１丁目 手稲ちびっこ公園
第11投票区 手稲中央小学校 11-04 手稲区手稲本町４条２丁目 市営住宅千代ケ丘西団地２号棟前
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第11投票区 手稲中央小学校 11-05 手稲区手稲本町３条４丁目 市営住宅見晴台西団地駐車場前
第11投票区 手稲中央小学校 11-06 手稲区手稲本町３条３丁目 手稲ビーバー公園
第11投票区 手稲中央小学校 11-07 手稲区手稲本町２条４丁目 手稲きつつき公園
第11投票区 手稲中央小学校 11-08 手稲区手稲本町２条３丁目 手稲すずめ公園
第12投票区 稲穂小学校 12-01 手稲区稲穂４条５丁目 稲穂小学校前
第12投票区 稲穂小学校 12-02 手稲区稲穂３条５丁目 稲穂金山まちづくりセンター
第12投票区 稲穂小学校 12-03 手稲区稲穂４条７丁目 稲穂さんかく公園
第12投票区 稲穂小学校 12-04 手稲区稲穂１条８丁目 JR星置駅
第12投票区 稲穂小学校 12-05 手稲区稲穂２条７丁目 稲穂そよかぜ公園
第12投票区 稲穂小学校 12-06 手稲区稲穂１条６丁目 いなほりす公園
第12投票区 稲穂小学校 12-07 手稲区稲穂２条５丁目 手稲ぎょうせい公園
第13投票区 手稲西中学校 13-01 手稲区金山３条２丁目 手稲西中学校前
第13投票区 手稲西中学校 13-02 手稲区金山３条２丁目 手稲西中学校グラウンド側
第13投票区 手稲西中学校 13-03 手稲区金山２条２丁目 金山ポプラ公園
第13投票区 手稲西中学校 13-04 手稲区金山２条３丁目 金山滝見公園
第13投票区 手稲西中学校 13-05 手稲区金山１条４丁目 金山みはらし公園
第13投票区 手稲西中学校 13-06 手稲区金山１条３丁目 金山あおば公園
第13投票区 手稲西中学校 13-07 手稲区金山１条２丁目 中垣病院前
第14投票区 星置児童会館 14-01 手稲区星置２条７丁目 星置児童会館玄関横
第14投票区 星置児童会館 14-02 手稲区星置１条６丁目 星置だるま公園
第14投票区 星置児童会館 14-03 手稲区星置１条６丁目 星置わんぱく公園
第14投票区 星置児童会館 14-04 手稲区星置１条８丁目 星置きらきら公園
第14投票区 星置児童会館 14-05 手稲区星置１条９丁目 JRほしみ駅前
第14投票区 星置児童会館 14-06 手稲区星置２条８丁目 星置スプリングス公園
第15投票区 新発寒小学校 15-01 手稲区新発寒２条２丁目 新発寒小学校体育館開放玄関前
第15投票区 新発寒小学校 15-02 手稲区新発寒２条２丁目 新発寒小学校グラウンド側
第15投票区 新発寒小学校 15-03 手稲区新発寒４条２丁目 北発寒公園北側
第15投票区 新発寒小学校 15-04 手稲区新発寒４条３丁目 新発寒なかよし公園
第15投票区 新発寒小学校 15-05 手稲区新発寒４条５丁目 新発寒つくし公園
第15投票区 新発寒小学校 15-06 手稲区新発寒２条４丁目 新発寒わらび公園
第15投票区 新発寒小学校 15-07 手稲区前田１条２丁目 前田エンゼル公園
第16投票区 西宮の沢小学校 16-01 手稲区西宮の沢２条４丁目 西宮の沢小学校前
第16投票区 西宮の沢小学校 16-02 手稲区西宮の沢２条４丁目 西宮の沢小学校体育館入口前
第16投票区 西宮の沢小学校 16-03 手稲区西宮の沢１条３丁目 西宮の沢つくし公園
第16投票区 西宮の沢小学校 16-04 手稲区西宮の沢４条５丁目 西宮の沢おおぞら公園
第16投票区 西宮の沢小学校 16-05 手稲区西宮の沢４条４丁目 西宮の沢やまびこ公園
第16投票区 西宮の沢小学校 16-06 手稲区西宮の沢４条３丁目 市営住宅宮の沢団地前
第16投票区 西宮の沢小学校 16-07 手稲区西宮の沢４条１丁目 西宮の沢ふれあい公園
第16投票区 西宮の沢小学校 16-08 手稲区西宮の沢３条３丁目 西宮の沢公園
第17投票区 手稲区体育館 17-01 手稲区曙２条１丁目 手稲区体育館正面
第17投票区 手稲区体育館 17-02 手稲区曙２条１丁目 市営住宅曙二条団地集会室前
第17投票区 手稲区体育館 17-03 手稲区曙３条２丁目 手稲わらび公園
第17投票区 手稲区体育館 17-04 手稲区曙３条１丁目 曙ふれあい公園
第17投票区 手稲区体育館 17-05 手稲区曙４条２丁目 曙しらかば公園
第17投票区 手稲区体育館 17-06 手稲区曙３条３丁目 曙プラタナス公園
第17投票区 手稲区体育館 17-07 手稲区曙４条３丁目 曙中央公園
第17投票区 手稲区体育館 17-08 手稲区曙１条１丁目 手稲緑道
第18投票区 稲穂中学校 18-01 手稲区稲穂４条２丁目 稲穂中学校前
第18投票区 稲穂中学校 18-02 手稲区稲穂１条１丁目 稲穂たんぽぽ公園
第18投票区 稲穂中学校 18-03 手稲区稲穂４条３丁目 市営住宅稲穂団地前
第18投票区 稲穂中学校 18-04 手稲区稲穂４条１丁目 稲穂ひだまり公園
第18投票区 稲穂中学校 18-05 手稲区稲穂３条３丁目 いなほ高台緑地
第18投票区 稲穂中学校 18-06 手稲区稲穂１条１丁目 稲穂ひまわり公園
第19投票区 新陵東小学校 19-01 手稲区新発寒５条４丁目 新陵東小学校グラウンド側
第19投票区 新陵東小学校 19-02 手稲区新発寒５条１丁目 新発寒クローバー公園
第19投票区 新陵東小学校 19-03 手稲区新発寒５条２丁目 新発寒あすなろ公園
第19投票区 新陵東小学校 19-04 手稲区新発寒６条５丁目 新発寒たんぽぽ公園
第19投票区 新陵東小学校 19-05 手稲区新発寒６条２丁目 発寒公園
第19投票区 新陵東小学校 19-06 手稲区新発寒７条１丁目 新発寒こぶし公園
第19投票区 新陵東小学校 19-07 手稲区新発寒７条４丁目 新発寒さつき公園
第20投票区 前田北中学校 20-01 手稲区前田１０条１５丁目 前田北中学校前
第20投票区 前田北中学校 20-02 手稲区前田９条１３丁目 前田すみれ公園
第20投票区 前田北中学校 20-03 手稲区前田９条１５丁目 前田西公園
第20投票区 前田北中学校 20-04 手稲区前田８条１５丁目 前田トマト公園
第20投票区 前田北中学校 20-05 手稲区前田８条１５丁目 前田パンプキン公園
第20投票区 前田北中学校 20-06 手稲区前田７条１５丁目 北海道科学大学前
第20投票区 前田北中学校 20-07 手稲区前田７条１３丁目 前田中学校前
第21投票区 富丘児童会館 21-01 手稲区富丘３条６丁目 富丘児童会館前
第21投票区 富丘児童会館 21-02 手稲区富丘３条６丁目 市営住宅富丘高台団地9号棟横
第21投票区 富丘児童会館 21-03 手稲区富丘３条７丁目 富丘やまばと公園
第21投票区 富丘児童会館 21-04 手稲区富丘４条６丁目 市営住宅富丘高台団地４号棟前
第21投票区 富丘児童会館 21-05 手稲区富丘４条６丁目 富丘丸山どんぐり公園
第21投票区 富丘児童会館 21-06 手稲区富丘６条７丁目 手稲ポニー公園
第22投票区 星置東小学校 22-01 手稲区星置２条１丁目 星置東小学校体育館開放玄関前
第22投票区 星置東小学校 22-02 手稲区星置２条２丁目 星置水星公園
第22投票区 星置東小学校 22-03 手稲区星置２条３丁目 星置太陽公園
第22投票区 星置東小学校 22-04 手稲区星置１条１丁目 星置銀河公園



一覧表

第22投票区 星置東小学校 22-05 手稲区星置１条１丁目 星置金星公園
第22投票区 星置東小学校 22-06 手稲区曙２条５丁目 曙地球公園
第23投票区 稲積小学校 23-01 手稲区前田５条７丁目 稲積小学校前
第23投票区 稲積小学校 23-02 手稲区前田５条７丁目 稲積小学校グラウンド側
第23投票区 稲積小学校 23-03 手稲区前田４条７丁目 稲積明治北公園
第23投票区 稲積小学校 23-04 手稲区前田２条７丁目 稲積明治南公園
第23投票区 稲積小学校 23-05 手稲区前田４条８丁目 前田つくし公園
第24投票区 手稲山口小学校 24-01 手稲区曙１１条２丁目 手稲山口小学校前
第24投票区 手稲山口小学校 24-02 手稲区曙１１条２丁目 手稲山口小学校東側
第24投票区 手稲山口小学校 24-03 手稲区曙１０条１丁目 曙はまなす公園
第24投票区 手稲山口小学校 24-04 手稲区曙１１条１丁目 市営住宅山口団地会館変電室前
第24投票区 手稲山口小学校 24-05 手稲区曙１１条１丁目 市営住宅山口団地1号棟ちびっこ広場前
第24投票区 手稲山口小学校 24-06 手稲区曙１２条１丁目 市営住宅山口団地５号棟前


