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幼児交通安全巡回教室

１　目的

　　添付

　※DVDの実施は指導員による指導は行いません

有 （実施要領及び日程表）

旭川市報道依頼

分　　類 イベント・行事

日　　程

　　幼稚園・保育園児を対象に交通ルールと交通マナーを理解させるとともに，
一人で外を歩く時や道路を横断する時の交通事故の防止を図る。

２　実施期間
　　令和３年１０月１２日（火）～令和４年２月１６日（水）　※月・土・日・祝日を除く

３　実施場所
　　各幼稚園・保育園・こども園

４　実施要領及び日程表

※　有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望する場合は，そ
の旨記入すること。

発表項目
（行事名）

添付資料

報道（取材）に当
たってのお願い

　各施設に取材・撮影等の可否は確認しておりません。お手数ですが，取材の際
は事前に各施設に確認をお願いします。

備　考

概　　要

（趣旨・日時・
場所・内容等を記
入すること。）



令和３年度幼児交通安全巡回教室実施要領

１ 目的

年長児を対象に，一人で歩行や道路を横断する時の交通事故防止を目的として，交通安全に

関する知識を身につけさせるため，交通ルール等を指導します。

２ 対象

年長児

３ 実施時間

午前１０時００分から午後３時００分まで

４ 指導内容

（１）指導員による室内指導

①パネルと着ぐるみまたは腹話術を使った指導

着ぐるみまたは腹話術とともに道路の絵を描いたパネルを見せながら，道路の正しい歩き

方・渡り方・又はその他注意事項を，ストーリー形式で指導します。

②冬のおはなし

パネルを見せながら，冬の注意事項について指導します。

③カサ・カッパの使い方のおはなし

雨具の使い方を指導員が実演しながら指導します。

④横断練習

室内で横断マット・信号等を使用し，正しい横断ができるよう実演練習します。

（２）ＤＶＤの貸出

パネル・着ぐるみを使った指導等を２０分程度に収めたＤＶＤを貸出します。

５ 指導場所

各施設で，園児同士の間隔がとれるホール等

６ 指導時間

４５分

７ その他

実施に当たっては，別紙「令和３年度幼児交通安全巡回教室実施細目」をよくお読みいただ

きますようお願いします。



令和３年度幼児交通安全巡回教室実施細目

１ 指導員による室内指導について

（１）「３密」を防ぐ環境，特に児童同士の間隔確保が可能な場合に実施します。間隔を保てる環

境が確保できない場合には，ＤＶＤの貸出とさせていただきます。

（２）全ての指導を室内で行います。

（３）指導場所で準備を行いますので，開始時間の１５分前には使用できるようにお願いします。

（４）着ぐるみ又は腹話術の準備をするため,人の出入りがない部屋を御用意ください。

（５）横断練習で使用する横断マットは，指導中の園児の転倒防止のため，テープで床に固定さ

せていただきます。

（６）横断練習の際，先生に信号役のお手伝いと園児の誘導，整列をお願いします。

（７）ワイヤレスマイク２本とイス２脚を御用意ください。

２ ＤＶＤの貸出について

（１）指導員による指導は行いません。

（２）１施設につき１枚貸出します。

（３）枚数に限りがあるため，必要枚数に変更ある場合はお知らせください。

３ その他

（１）事前の打合せを実施日の概ね１０日前に担当の先生と電話にて行います。

（２）ＤＶＤの貸出は，実施日の概ね１０日前に電話で確認をした上で，施設へお届けする日と

回収日を決定します。



令和3年度幼児交通安全巡回教室日程表

月日 曜 施設名 住所 電話 時間 指導方法

10月12日 火 旭川聖母幼稚園 6条通22丁目4-46 32-2021 10:00 着ぐるみ

10月13日 水 幼保連携型豊岡蘭契認定こども園 豊岡3条3丁目2-4 38-6815 10:00 腹話術

幼保連携型認定こども園東光宮前こども園 東光6条4丁目3-45 74-3690 10:00 腹話術

旭川宮前保育園 神楽2条12丁目1-25 61-0568 10:00 腹話術

鉄道弘済会旭川認定こども園 春光2条8丁目1-3 51-0572 10:00 着ぐるみ

旭川市立神楽保育所 神楽4条8丁目419-1 61-2431 10:00 腹話術

せせらぎ保育園 永山8条6丁目2-4 46-1173 10:00 腹話術

旭川隣保会第一こども園 6条通3丁目左3号 22-4651 10:00 着ぐるみ

神楽岡保育園 神楽岡14条4丁目3-22 65-0015 10:30 着ぐるみ

旭川みその幼稚園 大町1条5丁目14-114 54-6555 10:30 着ぐるみ

ちびっこ保育園はっぱぐみ 豊岡5条4丁目3-3･2階 34-4144 10:00 着ぐるみ

旭川啓明保育園 南6条通24丁目1976番地 31-8243 10:00 着ぐるみ

旭川あゆみ幼稚園附属保育園 旭神町22-71 66-9988 10:00 腹話術

幼保連携型認定こども園西神楽宮前こども園 西神楽南1条1丁目139-40 76-4327 10:00 腹話術

ユリアナ幼稚園 神居6条19丁目44番地 62-1203 10:15 腹話術

旭川厚生病院　しろくま保育園 2条通24丁目 35-9123 10:00 腹話術

東栄保育園 東光4条5丁目316-15 31-1241 10:00 着ぐるみ

こぐま保育園 春光5条8丁目1-15 51-9611 10:00 腹話術

永山ほたる保育園 永山町5丁目125-8 46-4748 10:00 腹話術

認定こども園永山あゆみ保育園 永山5条9丁目4-6 48-0600 10:00 着ぐるみ

幼保連携型認定こども園末広こまどり 末広2条13丁目1-8 74-5811 10:00 腹話術

旭川天使幼稚園 大町1条10丁目181-146 51-3493 10:30 着ぐるみ

11月4日 木 めばえ幼稚園 神居8条12丁目71番地 61-0524 10:15 着ぐるみ

幼保連携型認定こども園大町のぞみこども園 大町2条12丁目66-21 73-8625 10:00 着ぐるみ

認定こども園龍谷きくし保育園 豊岡5条4丁目4-14 38-8181 10:15 腹話術

永山おおぞら認定こども園 永山5条15丁目8-13 85-6992 10:00 腹話術

真和保育園 東光17条5丁目3-12 33-7996 13:30 着ぐるみ

旭川市立近文保育所 緑町16丁目 51-0352 10:00 腹話術

千代ヶ岡保育所 西神楽3線24号 74-2001 10:00 着ぐるみ

つくし幼稚園 東鷹栖2線11号845 57-2222 10:30 着ぐるみ

みどり保育園 旭神2条2丁目5-32 65-2733 10:00 着ぐるみ

10月14日 木

10月15日 金

10月19日 火

10月20日 水

10月21日 木

10月26日 火

10月27日 水

10月28日 木

10月29日 金

11月2日 火

11月5日 金

11月9日 火

11月10日 水

11月11日 木
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令和3年度幼児交通安全巡回教室日程表

月日 曜 施設名 住所 電話 時間 指導方法

きくし幼稚園 豊岡5条4丁目4-14 31-3519 10:30 着ぐるみ

のなか認定こども園 豊岡11条8丁目1-3 33-1177 10:00 着ぐるみ

桜岡保育所 東旭川町東桜岡 36-4001 DVD 1枚

楽集館 緑が丘東4条3丁目1-1 65-7355 10:00 腹話術

旭川東光幼稚園 東光18条6丁目3-21 34-4111 10:15 着ぐるみ

緑が丘東保育園 緑が丘2条4丁目1番地 65-1142 DVD 1枚

11月18日 木 旭川おおぞら認定こども園 緑が丘東3条1丁目2-4 65-2912 10:30 着ぐるみ

こひつじ認定こども園 東光4条1丁目3-28 33-1690 10:00 腹話術

認定こども園百華幼稚園 春光台4条4丁目2-4 51-3850 10:00 着ぐるみ

認定こども園ひとみ幼稚園 忠和4条1丁目6-5 62-1706 DVD 1枚

旭正保育所 東旭川町旭正235-5 34-7992 10:00 腹話術

みどり幼稚園 金星町1丁目3-5 26-2972 11:00 着ぐるみ

わかば保育園 北門町9丁目 76-1655 10:00 腹話術

旭川医科大学　大学の森「みどりの保育園」 緑が丘東2条1丁目1-1 74-7502 10:00 着ぐるみ

幼保連携型永山太陽認定こども園 永山7条20丁目109-69 76-6080 10:00 腹話術

旭川あかしあ認定こども園 末広東2条9丁目1-5 57-6400 10:00 腹話術

しらかば認定こども園 末広2条8丁目1-11 57-5218 10:00 腹話術

うれしぱ保育園宮下 宮下通19丁目1110 74-5013 10:00 腹話術

旭川保育園 神居3条16丁目3-7 62-6261 10:00 着ぐるみ

保育所型認定こども園旭川蘭契こども園 末広1条2丁目2-21 53-5386 10:00 腹話術

東鷹栖第2保育所 東鷹栖4線18号 57-5360 10:00 着ぐるみ

さくらおか幼稚園 旭町1条16丁目 51-3831 10:15 着ぐるみ

東六条保育園 東6条6丁目4-15 24-0380 10:00 着ぐるみ

旭川春光台保育園 春光台3条3丁目5-27 54-3106 10:00 着ぐるみ

末広第二こども園 末広6条7丁目7-5 57-6434 10:00 着ぐるみ

旭川だいいち保育園 豊岡3条7丁目1-6 31-9367 10:00 腹話術

いずみこども園 神居9条4丁目1-10 62-8986 10:00 腹話術

旭川赤十字保育園
曙1条1丁目1-1 旭川赤十
字病院内

22-8111 10:00 腹話術

認定こども園慈光園保育所 5条通19丁目左1号 33-2023 10:00 着ぐるみ

末広保育園 末広6条2丁目3-20 51-6545 10:00 腹話術

市立旭川病院　たけのこ保育園
金星町1丁目1-65 市立旭
川病院内

24-3181 10:00 着ぐるみ

北海道教育大学附属旭川幼稚園 春光5条2丁目1-1-1 54-3556 10:00 着ぐるみ

11月12日 金

11月16日 火

11月19日 金

11月24日 水

11月25日 木

11月26日 金

11月30日 火

12月1日 水

12月2日 木

12月3日 金

12月7日 火

12月8日 水

12月9日 木

12月10日 金
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令和3年度幼児交通安全巡回教室日程表

月日 曜 施設名 住所 電話 時間 指導方法

旭川市立新旭川保育所 大雪通7丁目 23-5409 10:00 腹話術

幼保連携型バンビ認定こども園 東光11条3丁目3-23 33-1199 10:00 腹話術

旭川ねむのき保育園 神居1条9丁目4-9 62-6838 10:00 着ぐるみ

藤原さんち保育園～つむぐ～ 緑が丘東3条1丁目12-15 76-5040 10:00 着ぐるみ

旭川つばさ保育園 忠和6条6丁目2-7 62-7738 10:00 腹話術

認定こども園ひまわり幼稚園 6条通25丁目369-4 32-0077 10:30 腹話術

旭川隣保会第三こども園 春光4条4丁目2-24 51-2965 10:00 着ぐるみ

認定こども園ののはな保育園 東旭川南1条4丁目4-11 36-5587 10:00 腹話術

12月21日 火 旭川あゆみ幼稚園 旭神町22-65 65-4271 10:30 着ぐるみ

愛豊保育園 豊岡11条4丁目104-6 32-4011 10:00 着ぐるみ

まこと保育園 永山3条3丁目1-24 47-0027 13:45 腹話術

1月13日 木 北星おおぞら認定こども園 旭町2条6丁目12-38 51-2347 10:00 着ぐるみ

認定こども園永山くるみ保育園 永山町8丁目118-15 40-2500 10:00 腹話術

江丹別保育所 江丹別町中央104-28 59-4888 10:00 エプロン

1月18日 火 旭川頌栄保育園 2条西3丁目1-6 23-9508 10:00 腹話術

わんぱく保育園北彩都園 宮下通11丁目1番2 73-3941 10:30 腹話術

旭川幼稚園 東旭川町下兵村424 36-2200 10:30 着ぐるみ

旭川医療センター　どんぐり保育園 花咲町7丁目 50-2303 10:30 腹話術

キューピッド保育園 東光17条9丁目1-19 31-0000 10:00 腹話術

1月21日 金 くりの木幼稚園 永山町4丁目142-27 47-2274 10:30 着ぐるみ

うれしぱ保育園 5条通12丁目 76-1398 10:00 着ぐるみ

旭川別院附属大谷さくら幼稚園 宮下通2丁目1463番地 22-1715 10:00 着ぐるみ

忠和保育園 忠和2条5丁目6-7 62-4975 10:00 着ぐるみ

旭川わかくさ保育園 神楽岡5条4丁目1-17 65-6916 10:00 着ぐるみ

1月28日 金 あすか保育所 永山町11丁目 46-2663 10:00 着ぐるみ

2月8日 火 幼保連携型認定こども園東旭川こども園 東旭川南1条6丁目8-5 37-3811 10:00 着ぐるみ

らんけい保育園 川端町3条4丁目 51-0613 10:00 腹話術

あすなろ幼稚園 末広3条3丁目3-12 53-4443 10:30 着ぐるみ

12月14日 火

12月15日 水

12月16日 木

12月17日 金

1月12日 水

1月14日 金

1月19日 水

1月20日 木

1月25日 火

1月26日 水

2月16日 水
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