
二輪草センター

　　　　　　　　☆研修会、講演会等の参加時に活用して下さい。二輪草センターのHPに掲載しています。

≪大学内≫ R2年7月現在

施設名 住　　　所 電　　　話 対象年齢 基本時間 基本料金（2ｈ） その他

緑が丘東2条1丁目
旭川医科大学内

68-2127 0～就学前
7:30～18：30
延長保育(18:30～21:30)

\1000～￥1400（年齢別）
食事￥360
おやつ￥55

(労務管理係) 日曜、祝日休み

≪中央地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話 対象年齢 基本時間 基本料金（2ｈ） その他

エルムこどもランド 3条通18丁目 33-0010 2ヶ月～12歳まで
24時間（事前予約・定員に空
きがある場合）

昼（6:00～22:00）￥1200
22時以降￥1400

食事￥350
おやつ￥150

はちみつわあるど 5条12丁目 25-1501 2ヶ月～就学前 24時間（日・祝日は休み） 昼￥1200～　夜\1400～
食事￥350
おやつ￥150

らんけい保育園 川端3条4丁目1-6 51-0613 3ヶ月～小6 7：30～18：30

日・祝日は8:00～18:00

≪東光・豊岡・東神楽地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話 対象年齢 基本時間 基本料金（2ｈ） その他

豊岡5条4丁目3-2 73-5114 3歳～就学前 8：00～18：00(日・祝日は休み) ￥1060　　　1日￥3500 食事￥300

http://www.chibikko-toyooka.com/

なかよし保育園 豊岡2条2丁目6-5 31-5808 1歳～就学前
7：30～18：30　(土曜は18:00）
日・祝日は休み

￥1600～2000（年齢別）

クリスタル保育園 東光14条6丁目3-7 74-5639 6ヵ月～就学前 8:00～18:00 ￥1400～ 食事・おやつ￥300

（時間外要相談）

託児サービス・一時保育施設一覧

http://www.asahikawa-
med.ac.jp/bureau/shomu/midorino/4.html

http://kigyouhokkaidou.blog120.fc2.com/blog-entry-
200.html

http://crystal1124.com/

アートチャイルドケア
（大学の森みどりの
保育園）

料金等については、直接電話で確認

ちびっこ保育園
はっぱぐみ

http://www.chibikko-toyooka.com/
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/midorino/4.html
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/midorino/4.html
http://kigyouhokkaidou.blog120.fc2.com/blog-entry-200.html
http://kigyouhokkaidou.blog120.fc2.com/blog-entry-200.html
http://crystal1124.com/


≪春光・末広・永山地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話 対象年齢 基本時間 基本料金（2ｈ） その他

エンゼル保育園 春光台5条3丁目16-29 73-7680 1歳～就学前 7：30～17：30（土・日祝要相談） ¥1,200 食事￥300 おやつ￥50

いちいっ子 大町2条11丁目66-92 55-1154 0歳～12歳 8：00～18：00 ¥1,200 食事￥340 おやつ￥50

（日・祝日など要相談）

≪旭川近郊地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話 対象年齢 基本時間 基本料金（2ｈ） その他

ひじり野保育所 83-4313 0歳～５歳 7：00～18：30

（以降相談・24時間保育など） http://nttbj.itp.ne.jp/0166834313/index.html

≪シッターサービス≫

施設名 住　　　所 電　　　話 対象年齢 基本時間 基本料金（2ｈ） その他

あいあい 65-1184 0歳～(要相談） 8：00～18：00（時間外要相談）
\1400（時間外￥1600）
兄弟割引あり

自宅訪問の場合交通費別途

090-6266-
1051

≪その他≫

施設名 住　　　所 電　　　話 対象年齢 基本時間 基本料金（2ｈ） その他

6:00～22:00 ￥1400～（時間帯別） 旭川市民は市から助成有り

一般預かり7:30～23:00
一般￥2000～（時間帯
別）

宿泊有り18時～翌8時

病児病後児預かり7:30～18:00 病児￥2000 旭川市民は市から助成有り

※各保育園とも、預かり時間・年齢によっても対応が異なるため、事前に電話にてご確認ください。

https://castanets-
asahikawa.net/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%82%B5%E3
%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8
2%E3%81%84%E3%81%82%E3%81%84/

料金等については、直接電話にて確認

http://www12.plala.or.jp/ichiikko/

東神楽町ひじり野北2
条4丁目

自宅やシッター宅で託
児(要相談）

旭川ファミリー
サポートセンター

上川中部圏域こども
緊急さぽねっと

7条通13丁目60-8
ウォーム713 102号室

74-5380

6か月～小学校6年
生

0ヶ月～小学校6年
生

http://nttbj.itp.ne.jp/0166834313/index.html
https://castanets-asahikawa.net/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%82%E3%81%84/
https://castanets-asahikawa.net/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%82%E3%81%84/
https://castanets-asahikawa.net/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%82%E3%81%84/
https://castanets-asahikawa.net/%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%82%E3%81%84/
http://www12.plala.or.jp/ichiikko/


   利用時間

  利用日

  利用料金

  対象年齢

≪中央地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話

わんぱく保育園 2条通11丁目106 21-8554 http://www.hapuru.com/wanpaku.html

≪東光・豊岡・東旭川地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話

豊岡蘭契認定こども園 豊岡3条3丁目2-4 38-6815

東六条保育園 東6条6丁目4-15 24-0380

エール保育園 東旭川町下兵村369-9 36-8085

東光宮前こども園 東光6条4丁目3-45 74-3690

キューピッド保育園 東光17条9丁目1-19 31-0000

ホームページ

http://www.toukoumiyamae.jp/

　　　　　　　　　※詳細につきましては旭川市HP「一時預かり事業について」をご確認下さい。

旭川市認可保育園一時預かり施設一覧

旭川市内に居住し、かつ、認可保育所・認定こども園等に通っていない1歳から就学前のお子さまを育児されている保護
者の方で、一時預かりを必要としている方であればどなたでもご利用できます。
（利用を希望される方は一時預かり実施の保育園へ事前に申込みが必要になります。）

http://rankei.net/toyooka.html

http://www.higashirokujou.jp/

http://www.habataki.or.jp/eru/index.html

http://www.kannsei.jp/

　 　8：00～18：00の時間帯で概ね8時間以内（わんぱく保育園は9：00～19：00）

　　 日曜・祝祭日等、各施設の休園日を除く

   　1日　4時間以内￥600　　4時間以上￥1200　　給食代￥300

　　 1歳～就学前

 利用条件について

ホームページ

http://www.hapuru.com/wanpaku.html
http://www.toukoumiyamae.jp/
http://rankei.net/toyooka.html
http://www.higashirokujou.jp/
http://www.habataki.or.jp/eru/index.html
http://www.kannsei.jp/


≪大町・末広・永山地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話

永山ほたる保育園 永山町5丁目125-8 46-4748

認定こども園
永山くるみ保育園

永山町８丁目118-15 40-2500

大町のぞみこども園 大町2条12丁目66-21 73-8625

末広保育園 末広6条2丁目3-20 51-6545

≪忠和・神居・緑が丘・神楽・東神楽地域≫

施設名 住　　　所 電　　　話

いずみこども園 神居9条4丁目1-10 62-8986

神楽保育所 神楽4条8丁目419-1 61-2431

旭川あゆみ幼稚園
附属保育園

旭神町22-71 66-9988

ホームページ

ホームページ

http://www.ikuseikai.net/nursery/kurumi.html

http://www.ikuseikai.net/nursery/suehiro.html

http://ashinokai.ed.jp/hotaru

http://www.ikuseikai.net/nursery/oomachinozomi.ht
ml

※各保育園で登録終了後からの利用となります。詳しくは各保育園にお問い合わせください。

http://www-1.potato.ne.jp/~ayumi/

http://kosodate-web.com/asahikawaizumi/

http://www.ikuseikai.net/nursery/kurumi.html
http://www.ikuseikai.net/nursery/suehiro.html
http://ashinokai.ed.jp/hotaru
http://www.ikuseikai.net/nursery/oomachinozomi.html
http://www.ikuseikai.net/nursery/oomachinozomi.html
http://www-1.potato.ne.jp/~ayumi/
http://kosodate-web.com/asahikawaizumi/

