
平成２９年１１月現在

①公共（旭川市庁舎，支所，公民館等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

1 旭川市総合庁舎 中央・新旭川 公共 6条通9丁目 0166-26-1111（代表） 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 １階エレベーター付近

2 旭川市第二庁舎 中央・新旭川 公共 7条通10丁目 0166-26-1111（代表） 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 １Ｆエントランス右手奥

3 旭川市第三庁舎 中央・新旭川 公共 6・7条通10丁目 0166-26-1111（代表） 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 １階庁舎案内横

4 新旭川公民館 中央・新旭川 公共 東3条7丁目 0166-23-9299 9:00～22:00 祝日，年末年始 正面右手

5 東部まちづくりセンター 豊岡 公共 豊岡３条３丁目 0166-33-1110 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 1階ロビー

6 愛宕公民館 豊岡 公共 豊岡7条9丁目 0166-32-3422 9:00～22:00 祝日，年末年始 正面

7 東光公民館 東光 公共 東光10条3丁目 0166-35-1708 9:00～22:00 祝日，年末年始 正面右手

8 北星公民館 北星 公共 北門町8丁目 0166-52-5455 9:00～22:00 祝日，年末年始 入って左手

9 春光台公民館 春光台 公共 春光台3条3丁目 0166-53-5620 9:00～22:00 祝日，年末年始 正面

10 神居支所 神居 公共 神居2条9丁目 0166-61-2311 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 正面

11 江丹別支所 江丹別 公共 江丹別町中央 0166-73-2001 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 ロビー右手廊下中央付近

12 永山支所 永山 公共 永山3条19丁目 0166-48-3965 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始
１Ｆ正面
２Ｆエレベータおりて左手前方

13 神楽公民館 神楽 公共 神楽3条6丁目 0166-61-6194 9:00～22:00 祝日，年末年始
１F正面中央右手
２Fエレベーター降りて左手
木楽輪

14 東鷹栖支所（東鷹栖公民館併設） 東鷹栖 公共 東鷹栖4条3丁目 0166-57-2111 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 正面

②集会施設（地区センター，住民センター等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

15 ときわ市民ホール 中央・新旭川 集会施設 5条通4丁目 0166-23-5577 9:00～22:00 毎月の末日，年末年始
正面
エレベーター降りて右手

16 新旭川地区センター 中央・新旭川 集会施設 東6条4丁目 0166-27-5111 9:00～22:00 年末年始 正面右手

17 市民活動交流センター　CoCoDe 中央・新旭川 集会施設 宮前1条3丁目 0166-74-4151 9:00～22:00 年末年始
共用ロビー奥つなぎ廊下
ホール

18 豊岡地区センター 豊岡 集会施設 豊岡11条3丁目 0166-35-3495 9:00～22:00 年末年始 入り口正面

19 東部住民センター 東光 集会施設 東光5条2丁目 0166-32-1432 9:00～22:00 年末年始 正面右手

20 啓明地区センター 東光 集会施設 南5条通25丁目 0166-33-5560 9:00～22:00 年末年始 正面右手

21 北星地区センター 北星 集会施設 旭町2条8丁目 0166-51-9800 9:00～22:00 年末年始 正面右手

22 末広地区センター 末広 集会施設 末広2条4丁目 0166-54-9111 9:00～22:00 年末年始 正面

23 末広地域活動センター 末広 集会施設 末広東２条９丁目 0166-57-6000 9:00～22:00 年末年始 正面左手

24 北部住民センター 春光 集会施設 春光5条4丁目 0166-52-9008 9:00～22:00 年末年始 正面

25 春光１区団地 春光 集会施設 春光5条1丁目 集会所 集会所利用者に制限される

26 春光２区団地 春光 集会施設 春光4条4丁目 集会所 集会所利用者に制限される

27 春光台地区センター 春光台 集会施設 春光台3条5丁目 0166-53-7500 9:00～22:00 年末年始
正面
２Ｆ左手

28 春光台団地 春光台 集会施設 春光台4条4丁目 集会所 集会所利用者に制限される

29 神居住民センター 神居 集会施設 神居2条17丁目 0166-61-9037 9:00～22:00 年末年始 正面右手

30 忠和地区センター 神居 集会施設 忠和5条5丁目 0166-63-3854 9:00～22:00 年末年始 正面右手

旭川市市有施設バリアフリートイレ一覧（用途別）
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②集会施設（地区センター，住民センター等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

31 神居団地 神居 集会施設 神居4条12丁目 集会所 集会所利用者に制限される

32 嵐山中央会館 江丹別 集会施設 江丹別町嵐山 0166-61-1917 9:00～22:00 年末年始 左手受付前

33 永山住民センター 永山 集会施設 永山7条4丁目 0166-47-5824 9:00～22:00 年末年始 正面右手

34 永山ふれあいセンター 永山 集会施設 永山町14丁目 0166-47-8430 9:00～22:00 年末年始 正面右手奥

35 第２永山団地 永山 集会施設 永山6条15丁目 集会所 集会所利用者に制限される

36 東旭川農村環境改善センター 東旭川 集会施設 東旭川町上兵村 0166-36-3510 9:00～22:00 年末年始 エントランス左前方廊下

37 旭正農業構造改善センター 東旭川 集会施設 東旭川町旭正 0166-33-6656 9:00～22:00 年末年始 ロビー左手

38 神楽岡地区センター 神楽 集会施設 神楽岡12条2丁目 0166-65-7333 9:00～22:00 年末年始 入り口正面

39 西神楽農業構造改善センター 西神楽 集会施設 西神楽南2条3丁目 0166-75-3571 9:00～22:00 年末年始 正面左奥

40 東鷹栖農村活性化センター 東鷹栖 集会施設 東鷹栖10線16号 0166-57-2432 9:00～22:00 年末年始 正面右手奥

41 東鷹栖団地 東鷹栖 集会施設 東鷹栖4条4丁目 集会所 集会所利用者に制限される

③福祉・保健・医療（市立病院，福祉センター等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

42 勤労者福祉会館 中央・新旭川 福祉・保健・医療 5条通4丁目 0166-23-5577 9:00～22:00 毎月の末日，年末年始 １Ｆエントランス奥

43 いきいきセンター新旭川 中央・新旭川 福祉・保健・医療 新富1条2丁目 0166-27-2287 9:00～21:00 月曜日，年末年始 左手奥

44 障害者福祉センター　おぴった 中央・新旭川 福祉・保健・医療 宮前1条3丁目 0166-45-0750 9:00～21:00 月曜日，祝日，年末年始

あそーと前
プール
１Ｆエントランス正面
２Ｆ廊下
３Ｆ事務所横

45 動物愛護センター 中央・新旭川 福祉・保健・医療 7条通10丁目 0166-25-5271 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 2F事務室入口横

46 市立旭川病院（１階） 中央・新旭川 福祉・保健・医療 金星町1丁目 0166-24-3181 開院時間に同じ 開院時間に同じ
エントランス南側ATM向かい
リハビリ室手前エントランス側
エントランス北側

47 市立旭川病院（２階～４階） 中央・新旭川 福祉・保健・医療 金星町1丁目 0166-24-3181 開院時間に同じ 開院時間に同じ

２Fエスカレーター向かい
３F北側糖尿外来向かい
３F南側階段左手
４F透析機械室向かい

48 近文市民ふれあいセンター 北星 福祉・保健・医療 近文町15丁目 0166-55-3203 9:00～21:00 第２・第４月曜日，年末年始
１F左手奥
エレベータおりて左手前方
プール更衣室

49 北部老人福祉センター 春光 福祉・保健・医療 春光2条7丁目 0166-54-5125 9:30～16:30 日・祝日，年末年始 １階男性トイレ・女性トイレ内 高齢者専用施設

50 東部老人福祉センター 東旭川 福祉・保健・医療 東旭川南1条6丁目 0166-36-2287 9:30～16:30 日・祝日，年末年始 １階男性トイレ・女性トイレ内 高齢者専用施設

51 いきいきセンター神楽 神楽 福祉・保健・医療 神楽4条8丁目 0166-61-0520 9:00～21:00 月曜日，年末年始 ホール右手

④子育て（児童センター等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

52 北彩都子ども活動センター　あそび～ば 中央・新旭川 子育て 宮下通１４丁目 0166-25-3211 9:00～21:00 第２・第４月曜日，年末年始 事務室側入口右手

53 子ども総合相談センター 中央・新旭川 子育て 10条通11丁目 0166-26-5500 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始
１階正面玄関前
２階

54 北門児童センター 北星 子育て 北門町8丁目 0166-52-0765 9:00～17:00 日・祝日，年末年始 正面奥 ５月から８月は１８時まで，夏休み期間中は日曜日も開館
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④子育て（児童センター等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

55 春光住民児童センター 春光 子育て 春光1条7丁目 0166-53-7992 9:00～17:00 日・祝日，年末年始 正面 ５月から８月は１８時まで，夏休み期間中は日曜日も開館

56 神居児童センター 神居 子育て 神居5条12丁目 0166-69-2225 9:00～17:00 日・祝日，年末年始 ２階遊戯室前 ５月から８月は１８時まで，夏休み期間中は日曜日も開館

57 カムイの杜公園 神居 子育て 神居町富沢 建物入って右手側

⑤スポーツ・観光（体育館，運動施設，動物園等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

58 勤労者体育センター 中央・新旭川 スポーツ・観光 6条通4丁目 0166-23-5577 9:00～22:00 毎月の末日，年末年始 右手廊下突き当たり

59 東地区体育センター 豊岡 スポーツ・観光 豊岡2条5丁目 0166-31-4545 9:00～22:00 年末年始 正面

60 東光スポーツ公園軟式野球場 東光 スポーツ・観光 東光25条8丁目 0166-52-1934 １階 冬期間利用不可

61 東光スポーツ公園管理施設（トイレ・倉庫他） 東光 スポーツ・観光 東光25条8丁目 0166-52-1934
球技場管理棟
北側
パークゴルフ場北側・南側

冬期間利用不可

62 総合体育館 北星 スポーツ・観光 花咲町5丁目 0166-54-5411 9:00～21:00 毎月最終金曜日，年末年始 正面左手

63 花咲スポーツ公園硬式野球場（スタルヒン球場） 北星 スポーツ・観光 花咲町3丁目 0166-52-1934

レフト側・ライト側
役員室側
選手控え室
一般用

冬期間利用不可

64 花咲スポーツ公園陸上競技場 北星 スポーツ・観光 花咲町5丁目 0166-52-1934

役員室側
管理棟西側
管理棟東側
一般用

冬期間利用不可

65 花咲スポーツ公園球技場 北星 スポーツ・観光 花咲町3丁目 0166-52-1934 男女各１箇所 冬期間利用不可

66 花咲スポーツ公園テニスコート管理棟 北星 スポーツ・観光 花咲町3丁目 0166-52-1934 冬期間利用不可

67 花咲スポーツ公園和弓場 北星 スポーツ・観光 花咲町2丁目 0166-52-1934 冬期間利用不可

68 花咲スポーツ公園プール管理棟 北星 スポーツ・観光 花咲町4丁目 0166-52-1934 50m，25m，50m外側 冬期間利用不可

69 花咲スポーツ公園管理施設 北星 スポーツ・観光 花咲町3丁目 0166-52-1934
陸上競技場前
軟式野球場横

軟式野球場横トイレは冬期間利用不可

70 忠和公園（体育館） 神居 スポーツ・観光 神居町忠和 0166-69-2345 9:00～21:00 第４月曜日，年末年始 体育館 第４月曜日が祝日の場合は翌日休館

71 嵐山レクリエーション施設 江丹別 スポーツ・観光 江丹別町嵐山 0166-63-0044 8:00～17:00 冬期間利用不可 センターハウス内 冬期利用不可，５～８月は１９：００まで，９月は１８：００まで

72 旭山動物園 東旭川 スポーツ・観光 東旭川町倉沼 0166-36-1104
季節により異な
る

年末年始，休園日

正門
西門
もうじゅう舘
ちんぱんじー舘
野外ステージこども牧場

入場料必要，開館時間・休館日の詳細は動物園まで

73 旭山動物園東門 東旭川 スポーツ・観光 東旭川町倉沼 0166-36-1104
季節により異な
る

年末年始，休園日 １階，２階

74 旭川大雪アリーナ 神楽 スポーツ・観光 神楽4条7丁目 0166-61-9952 9:00～21:00 第１水曜日，年末年始 アリーナ１F入って右手奥

75 見本林簡易式バイオトイレ 神楽 スポーツ・観光 神楽7条9丁目 冬期間利用不可 見本林駐車場併設 冬期間利用不可

76 東豊公園体育館 豊岡 スポーツ・観光 豊岡12条11丁目 0166-36-7300 9:00～21:00 第４月曜日，年末年始 正面 第４月曜日が祝日の場合は翌日休館

⑥文化施設（図書館，科学館，市民文化会館等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

77 中央図書館 中央・新旭川 文化施設 常磐公園 0166-22-4174 9:30～19:00 祝日，年末年始，毎月末日
正面玄関を入って右手
２Ｆエレベーター正面奥の左側

土・日・祝は午後１８時まで
月曜日が祝日の場合は翌日休館，毎月末が土・日・月曜日のときはその前の金曜日休館

78 旭川市科学館 中央・新旭川 文化施設 宮前1条3丁目 0166-31-3186 9:30～17:00 月曜日，祝日，毎月末の平日，年末年始
公共駐車場側出入り口
２Ｆ

月曜日が祝日の場合は翌日休館
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⑥文化施設（図書館，科学館，市民文化会館等）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

79 旭川市民文化会館 中央・新旭川 文化施設 7条通9丁目 0166-25-7331 9:00～21:00 第２・第４月曜日，年末年始 1Fエントランス 第２・第４月曜日が祝日の場合は翌日休館

80 旭川市公会堂 中央・新旭川 文化施設 常磐公園 0166-25-7331 9:00～21:00 第２・第４月曜日，年末年始 1Fホワイエ 催事開催時のみ開館

81 消費者相談センター他（フィール７階） 中央・新旭川 文化施設 1条通8丁目
フィール開館時
間に準じる

土・日・祝日，年末年始 ７階エレベータ付近

82 東光図書館 東光 文化施設 東光6条4丁目 0166-39-3939 10:00～18:00 祝日，年末年始，毎月末日 正面玄関を入って右手
土・日・祝は１７時まで，
月曜日が祝日の場合は翌日休館，毎月末が土・日・月曜日のときはその前の金曜日休館

83 末広図書館 末広 文化施設 末広3条2丁目 0166-54-7111 10:00～18:00 祝日，年末年始，毎月末日 正面玄関を入って左手
土・日・祝は１７時まで
月曜日が祝日の場合は翌日休館，毎月末が土・日・月曜日のときはその前の金曜日休館

84 旭川市大雪クリスタルホール 神楽 文化施設 神楽3条7丁目 0166-69-2000 9:00～21:00 第２・第４月曜日，年末年始

博物館横
１Ｆロビー
コンサート室横
リハーサル室（楽屋）
２Ｆエレベーター横

第２・第４月曜日が祝日の場合は翌日休館

85 ガーデンセンター（宮前公園管理棟） 中央・新旭川 公園 宮前2条１丁目 0166-52-1934 9:00～18:00 月曜日，年末年始 ガーデンセンター内 １１月から４月は１７時まで，月曜日が祝日の場合は翌日休館

⑦公園

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

86 常磐公園 中央・新旭川 公園 常磐公園 0166-23-8961 正面出入口側

87 常磐公園 中央・新旭川 公園 常磐公園 0166-23-8961
公会堂側
美術館側
プール内

冬期間利用不可

88 新富公園 中央・新旭川 公園 新富3条2丁目 北西側（ゲートボール場横） 冬期間利用不可

89 宮前公園 中央・新旭川 公園 宮前2条3丁目 北側，南側 冬期間利用不可

90 金星公園 中央・新旭川 公園 東3条6丁目 北側 冬期間利用不可

91 若草公園 中央・新旭川 公園 2条通3丁目 西側 冬期間利用不可

92 きほく公園 中央・新旭川 公園 9条通22丁目 北東側 冬期間利用不可

93 日新の森 中央・新旭川 公園 宮下通12丁目 西側 冬期間利用不可

94 宮前あさひ公園 中央・新旭川 公園 宮前1条4丁目 北側 冬期間利用不可

95 宮前のぞみ公園 中央・新旭川 公園 宮前1条4丁目 南側 冬期間利用不可

96 大雪のばら公園 中央・新旭川 公園 大雪通6丁目 北側 冬期間利用不可

97 旭橋上流左岸広場（フラワーランド） 中央・新旭川 公園 金星町1丁目 西側 冬期間利用不可

98 東豊公園 豊岡 公園 豊岡12条11丁目
中央
体育館

冬期間利用不可

99 豊岡公園 豊岡 公園 豊岡6条3丁目 南西側 冬期間利用不可

100 豊岡東公園 豊岡 公園 豊岡10条9丁目 北西側 冬期間利用不可

101 東部中央公園 東光 公園 東光19条5丁目 北側（ゲートボール場横） 冬期間利用不可

102 共栄公園 東光 公園 東光6条10丁目 東側 冬期間利用不可

103 東光ふれあい公園 東光 公園 東光6条4丁目 南東側 冬期間利用不可

104 東光はるかぜ公園 東光 公園 東光18条8丁目 東側 冬期間利用不可

105 旭岡公園 北星 公園 旭岡5丁目 南東側（テニスコート横） 冬期間利用不可

106 北光ふれあいの森 北星 公園 旭町1条17丁目 北側 冬期間利用不可
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⑦公園

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

107 新橋下流右岸広場 北星 公園 川端町4条6丁目 中央 冬期間利用不可

108 旭橋下流右岸広場（ドリームランド） 北星 公園 本町1・2丁目 西側 冬期間利用不可

109 末広中央公園 末広 公園 末広3条10丁目 東側 冬期間利用不可

110 末広北公園 末広 公園 末広5条12丁目 西側 冬期間利用不可

111 末広東公園 末広 公園 末広東3条5丁目 南側 冬期間利用不可

112 東鷹栖ななかまど公園 末広 公園 末広1条14丁目 北側 冬期間利用不可

113 末広すみれ公園 末広 公園 末広5条8丁目 南側 冬期間利用不可

114 秋月橋上流右岸広場 末広 公園 末広東3条4丁目 パークゴルフ場南側 冬期間利用不可

115 春光園 春光 公園 春光5条7丁目 北側 冬期間利用不可

116 住吉公園 春光 公園 住吉4条1丁目 南側 冬期間利用不可

117 春光台公園施設 春光台 公園 字近文6線3号 0166-52-0694
キャンプ場側
管理棟横
配水場側

冬期間利用不可

118 千代の山公園 春光台 公園 春光台3条3丁目 北東側，プール管理棟 冬期間利用不可

119 春の台公園 春光台 公園 春光台5条1丁目 南側 冬期間利用不可

120 鷹の巣公園 春光台 公園 春光台3条8丁目 中央（野球場横） 冬期間利用不可

121 春光台１条第２公園 春光台 公園 春光台1条3丁目 北側 冬期間利用不可

122 春光台２条第２公園 春光台 公園 春光台2条8丁目 南東側 冬期間利用不可

123 ひまわり公園 春光台 公園 春光台3条4丁目 北側 冬期間利用不可

124 春光台３条第２公園 春光台 公園 春光台3条5丁目 西側 冬期間利用不可

125 さくら公園 春光台 公園 春光台4条4丁目 東側 冬期間利用不可

126 春光台４条第２公園 春光台 公園 春光台4条7丁目 北西側 冬期間利用不可

127 忠和公園 神居 公園 神居町忠和 0166-69-2345 多目的運動広場北，南，南西側 冬期間利用不可

128 カムイの杜公園 神居 公園 神居町富沢
東側駐車場横
キャンプ場側

冬期間利用不可

129 神居東公園 神居 公園 神居町雨紛 北西側 冬期間利用不可

130 かむい中央公園 神居 公園 神居2条7丁目 北側 冬期間利用不可

131 台場あさかぜ公園 神居 公園 台場1条4丁目 南東側 冬期間利用不可

132 台場緑ヶ丘公園 神居 公園 台場東2丁目 南側 冬期間利用不可

133 永山中央公園 永山 公園 永山6条17丁目 管理事務所正面左手

134 永山公園 永山 公園 永山9条8丁目 北側 冬期間利用不可

135 永山えぞまつ公園 永山 公園 永山7条19丁目 北側 冬期間利用不可

136 永山かしわ公園 永山 公園 永山9条9丁目 北東側 冬期間利用不可

137 永山新川桜づつみ 永山 公園 永山町13丁目 北側駐車場南側 冬期間利用不可

138 永楽公園 永山 公園 永山北4条6丁目 北側 冬期間利用不可

139 東旭川屯田公園 東旭川 公園 東旭川南1条6丁目 北側（野球場横）
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⑦公園

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

140 日ノ出公園 東旭川 公園 東旭川町日ﾉ出 南側 冬期間利用不可

141 日ノ出北公園 東旭川 公園 東旭川町日ﾉ出 東側 冬期間利用不可

142 旭山公園 東旭川 公園 東旭川町倉沼
三浦庭園内
売店横
金比羅神社側

冬期間利用不可

143 東旭川わかば公園 東旭川 公園 東旭川南2条3丁目 北西側 冬期間利用不可

144 神楽岡公園（緑のセンター） 神楽 公園 神楽岡公園 0166-65-5533 9:00～17:00 第２・第４月曜日，年末年始 緑のセンター内 第２・第４月曜日が祝日の場合は翌日，１１月から３月までは毎週月曜日休館

145 神楽岡公園 神楽 公園 神楽岡公園 0166-65-5533
河川敷駐車場側
神楽岡通側
東側駐車場側

冬期間利用不可

146 クリスタルパーク 神楽 公園 神楽3条7丁目 センター

147 神楽そよかぜ公園 神楽 公園 神楽4条12丁目 南側 冬期間利用不可

148 神楽岡こおろぎ公園 神楽 公園 神楽岡7条6丁目 南側 冬期間利用不可

149 西御料公園 緑が丘 公園 緑が丘南2条1丁目 北側 冬期間利用不可

150 旭神中央公園 緑が丘 公園 旭神1条4丁目 南側 冬期間利用不可

151 ごりょう公園 緑が丘 公園 西御料2条2丁目 北側 冬期間利用不可

152 旭神河畔緑地 緑が丘 公園 旭神2条2丁目 南東側 冬期間利用不可

153 旭神ヒルズ緑地 緑が丘 公園 緑が丘東1条3丁目 北側 冬期間利用不可

154 西神楽公園 西神楽 公園 西神楽南1条1丁目 中央 冬期間利用不可

155 西神楽しらゆき公園 西神楽 公園 西神楽北1条4丁目 南側 冬期間利用不可

156 東鷹栖いなほ公園 東鷹栖 公園 東鷹栖4線10号 北側 冬期間利用不可

157 東鷹栖みずほ公園 東鷹栖 公園 東鷹栖1条3丁目 西側 冬期間利用不可

158 東鷹栖中央公園 東鷹栖 公園 東鷹栖1条4丁目 西側 冬期間利用不可

159 永山橋下流右岸広場 東鷹栖 公園 東鷹栖東3条2丁目 パークゴルフ場中央 冬期間利用不可

160 嵐山公園 その他 公園 鷹栖町嵐山
センター
展望台駐車場

展望台駐車場は冬期間利用不可

⑧交通機関（旭川空港）

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

161 旭川空港（空港ビル） その他 交通機関 東神楽町東2線15号 0166-83-3939 7:30～20:30 旭川空港ビル1～3階

162 旭川空港（空港公園） その他 交通機関 東神楽町東2線15号 0166-83-3939 空港公園内 冬期使用不可

⑨その他

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

163 旭川まちなかしごとプラザ 中央・新旭川 その他 2条通7丁目 0166-23-1401 10:00～18:00 日・月・祝日，年末年始 同フロア内

164 近文リサイクルプラザ 北星 その他 近文町14丁目 0166-53-8989 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始
管理棟
展示室側玄関から入って左奥側

165 ２号墓地 春光台 その他 春光台5条6丁目 墓地駐車場前
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⑨その他

番号 施設名 地区名 用途 所在地 電話番号 開館時間 休館日 トイレ設置場所 注意事項

166 旭川市農業センター 神居 その他 神居町雨紛 0166-61-0211 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 ロビー左手

167 永山墓地 永山 その他 永山町9丁目 墓地駐車場前

168 旭川聖苑 東旭川 その他 東旭川町倉沼62番地 0166-39-7890 9:30～15:00 年始，友引日
旭川聖苑内
（１階２か所，２階１か所）

169 旭川市工業技術センター 東旭川 その他 工業団地3条2丁目 0166-36-3111 8:45～17:15 土・日・祝日，年末年始 １階事務室向かい


