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令和２年１１月1日現在

障害

高齢

35 旭川点字図書館 旭川市７条通１４丁目６６－１

旭川市神居５条１２丁目１－１

旭川市東旭川町下兵村373番地 障害

34 旭川市神居デイサービスセンター

旭川市７条通１７丁目 高齢

33 スリーエフ

高齢

32 旭光園

高齢

31 旭川緑苑 旭川市東旭川町上兵村２２９番地８

旭川市神居町台場299番地

旭川市末広８条６丁目 高齢

30 旭川緑光苑

29 サニーヒル

旭川市末広８条６丁目 高齢

旭川市忠和４条２丁目10番23号 高齢

28 誠  徳  園

旭川市神居３条６丁目１－６ 障害

27 旭川ねむのきの華

26 ねむのき福祉センター

旭川市神居３条６丁目１－６ 障害25 障害者相談支援センターにじ

旭川市神居６条１９丁目４４－５ 障害

旭川市神居６条１９丁目４４－５ 障害

24 ねむのきグループホーム

23 ねむのきワークセンター

旭川市神居町雨紛１６０番地９ 障害22 ねむのき神居

旭川市神居町富沢438番地2 障害

旭川市神居町富沢437番地2 障害

21 旭川ねむのきの園

20 旭川ねむのきの里

旭川市末広東３条３丁目２－２４ 障害

旭川市東旭川町下兵村117-12 障害

19 上川更生ハイム　末広デイセンター

18 上川更生ハイム

旭川市神居町豊里１３０番地の１ 障害17 セルプ豊里

旭川市神居町忠和１５５番地の２ 障害

旭川市神居町忠和１５５番地の１ 障害

16 セルプフロイデ

高齢

15 セルプノイエ

高齢

14 緑が丘太陽園 旭川市緑が丘東１条２丁目１－１

旭川市緑が丘東１条２丁目１－２１

旭川市神居９条３丁目 高齢

13 緑が丘あさひ園

12 旭川のなか園

旭川市神居町富沢443-4 障害

旭川市春光台４条１１丁目 障害

11 旭川美景園

旭川市台場２条２丁目３番４５号 児母

10 やすらぎ園

旭川市１条通１６丁目メゾン寿101号室 障害

9 旭川育児院

障害

8 きたのまちジョブリハセンター

障害

7 グループホーム花咲 旭川市花咲町４丁目

旭川市花咲町１丁目2232番地

旭川市花咲町１丁目 障害

6 第二旭川福祉園

旭川市春光２条７丁目２－１ 高齢

5 旭川福祉園

高齢

4 旭川市北部老人福祉センター

高齢

3 緑風苑 旭川市春光台４条１１丁目５２４９－１

旭川市春光台４条１１丁目

旭川市春光台４条１１丁目 高齢

2 愛善ハイツ

所            在            地 分類

1 愛善園

№ 施        設        名



所            在            地 分類№ 施        設        名

旭川市末広東１条１３丁目2033番78 高齢70 末広たいせつの郷

旭川市東鷹栖２線１８号1045番地 高齢69 たいせつの郷

旭川市神居２条９丁目２番６号 障害68 いちもくガーデンカムイ

旭川市南５条通２２丁目1975-326 障害67 いちもく南

旭川市神居２条９丁目２－１２ 障害66 いちもく神居

65 楽生園

旭川市２条通１１丁目 高齢

旭川市１条通１２丁目１７７番２ 高齢

64 順風

旭川市永山町１５丁目１６４－４ 高齢63 永山園

旭川市忠和３条７丁目２－１２ 高齢62 ケアハウス忠和

旭川市錦町１９丁目２１５０番地 高齢61 ふれあい

旭川市東旭川町共栄１２３番地 高齢60 共生園Ⅲ

旭川市東旭川町共栄１２３番地 障害59 共生園Ⅱ

旭川市東旭川町共栄１２４番地 障害58 共生園

旭川市東旭川町共栄１２３番地 高齢57 共生園

高齢56 きらら 旭川市東光１７条８丁目６３

高齢55 新富宏生苑 旭川市新富３条１丁目５０６番地１３

54 宏生苑

旭川市東旭川町上兵村557-32 高齢

旭川市東旭川上兵村５５６－４ 高齢

53 フォルテ

高齢52 リバーサイド 旭川市旭神町２２ー６７

高齢51 旭川市社会福祉協議会 旭川市５条通４丁目893番地の１

旭川市永山７条２０丁目３－６ 児母50 永山太陽認定こども園

高齢49 ケアプレゼンテーションサンライズ 旭川市永山町１０丁目２６３番地１

児母48 旭川太陽保育園 旭川市永山８条１３丁目５番５号

47 サンハイム

旭川市春光台３条１０丁目5275-1 障害

旭川市末広８条５丁目 高齢

46 つつじグループホーム

45 つつじの里

旭川市春光台４条１０丁目 児母

旭川市春光台４条１０丁目 障害

44 北海道療育園

43 仁慈苑

旭川市永山町５丁目136番地の１ 高齢

旭川市神楽３条１２丁目1番8号 高齢

42 養生の杜カムイ

旭川市末広８条６丁目5305番地 高齢

旭川市春光台１条７丁目 高齢

41 敬  生  園

40 敬  心  園

旭川市末広８条６丁目5305番地 障害

旭川市永山１条１９丁目３－２１ 障害

39 敬  愛  園

旭川市豊岡４条５丁目８－１３ 障害

38 はばたき

旭川市７条通１４丁目６６－１６ 高齢

37 ゆいまーる

36 旭川大成デイサービスセンター



所            在            地 分類№ 施        設        名

旭川市緑が丘３条４丁目 児母

児母

105 緑が丘放課後児童クラブ

児母

104 東栄放課後児童クラブ 旭川市東光４条６丁目

旭川市末広１条７丁目

旭川市豊岡１０条３丁目 児母

103 陵雲放課後児童クラブ

102 豊岡放課後児童クラブ

旭川市南２条通２２丁目 児母101 啓明放課後児童クラブ

旭川市永山５条１８丁目 児母

旭川市東光８条３丁目 児母

100 永山放課後児童クラブ

児母

99 千代田放課後児童クラブ

児母

98 神居放課後児童クラブ 旭川市神居４条６丁目

旭川市新富２条２丁目

旭川市曙１条２丁目 児母

97 新富放課後児童クラブ

旭川市春光台４条４丁目 児母

96 青雲放課後児童クラブ

児母

95 高台放課後児童クラブ

児母

94 神楽放課後児童クラブ 旭川市神楽５条８丁目

旭川市末広東１条１丁目

旭川市緑町１７丁目 児母

93 春光放課後児童クラブ

92 近文放課後児童クラブ

旭川市旭町１条６丁目 児母91 大有放課後児童クラブ

旭川市東５条５丁目 児母90 東五条放課後児童クラブ

旭川市春光６条６丁目 児母89 北鎮放課後児童クラブ

旭川市豊岡５条１丁目 児母88 東町放課後児童クラブ

児母87 旭川市愛育センター 旭川市春光２条７丁目２番４１号

児母86 旭川市子ども総合相談センター 旭川市１０条通１１丁目

旭川市緑町１５丁目 高齢85 旭川市民生活館

旭川市神楽４条８丁目 児母84 旭川市立神楽保育所

旭川市緑町１６丁目 児母83 旭川市立近文保育所

旭川市大雪通７丁目 児母82 旭川市立新旭川保育所

旭川市江丹別町中央 児母81 旭川市立江丹別保育所

旭川市西神楽３線２４号 児母80 旭川市立千代ヶ岡保育所

旭川市東鷹栖４線１８号 児母79 旭川市立東鷹栖第２保育所

旭川市東旭川町旭正 児母78 旭川市立旭正保育所

旭川市永山町１１丁目 児母77 旭川市立あすか保育所

旭川市神居町雨紛 児母76 旭川市立雨紛保育所

旭川市東旭川町東桜岡 児母75 旭川市立桜岡保育所

旭川市東旭川町日の出 児母74 旭川市立日の出倉沼保育所

高齢73 グループホームあさがお 旭川市豊岡４条６丁目４－２７

児母72 旭川あゆみ幼稚園附属保育園 旭川市旭神町２２番地７１

旭川市春光台４条４丁目2番4号 児母71 百華幼稚園



所            在            地 分類№ 施        設        名

旭川市４条西３丁目

旭川市西神楽南１条１丁目西神楽宮前こども園 児母

129 新町放課後児童クラブ 児母

児母

128 西神楽放課後児童クラブ

児母

127 朝日放課後児童クラブ 旭川市５条通１９丁目

旭川市８条通１３丁目

旭川市永山町１３丁目 児母

126 知新放課後児童クラブ

125 永山東放課後児童クラブ

旭川市大雪通８丁目 児母124 正和放課後児童クラブ

旭川市東鷹栖３線１０号 児母

旭川市豊岡２条１０丁目 児母

123 近文第１放課後児童クラブ

児母

122 共栄放課後児童クラブ

児母

121 北光放課後児童クラブ 旭川市旭町１条１６丁目

旭川市東旭川南１条６丁目

旭川市住吉５条１丁目 児母

120 旭川小放課後児童クラブ

119 向陵放課後児童クラブ

旭川市豊岡７条９丁目 児母118 愛宕東放課後児童クラブ

旭川市末広５条１１丁目 児母

旭川市神居１条１７丁目 児母

117 末広北放課後児童クラブ

児母

116 神居東放課後児童クラブ

旭川市東光１７条６丁目

旭川市西御料１条２丁目 児母

115 東光放課後児童クラブ

児母

114 西御料地放課後児童クラブ

児母

113 永山南放課後児童クラブ 旭川市永山９条６丁目

旭川市神楽岡１４条３丁目

旭川市豊岡８条６丁目 児母

112 神楽岡放課後児童クラブ

児母

111 愛宕放課後児童クラブ

児母

110 旭川第３放課後児童クラブ 旭川市東光８条８丁目

旭川市神楽岡４条５丁目

旭川市忠和４条４丁目 児母

109 緑新放課後児童クラブ

旭川市永山７条１１丁目 児母

108 忠和放課後児童クラブ

児母

107 永山西放課後児童クラブ

旭川市末広６条２丁目106 末広放課後児童クラブ


