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春光 保育所 保育所型認定こども園旭川隣保会第三こども園 春光4条4丁目2番24号 東鷹栖 高齢者施設 グループホームぞう 末広1条13丁目2番10号

春光 保育所 こぐま保育園 春光5条8丁目 東鷹栖 高齢者施設 グループホームらい鳥 末広4条7丁目5番5号

春光 保育所 こうさぎ保育園 末広5条3丁目8-9 東鷹栖 高齢者施設 グループホームきれんじゃく 末広5条7丁目1番11号

春光 保育所 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番21号 東鷹栖 高齢者施設 グループホーム　いちご畑 末広東2条13丁目1番10号

春光 保育所 (株)ヤクルト北北海道　末広保育所 春光4条9丁目 東鷹栖 高齢者施設 小規模多機能ホーム　こらいゆ 末広5条7丁目1番11号

春光 幼稚園 めいほう幼稚園 春光6条6丁目4番33号 東鷹栖 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　大地 末広1条11丁目1番12号

春光 幼稚園 あすなろ幼稚園 末広3条3丁目2-12 東鷹栖 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　ひすい 末広2条5丁目5番7号

春光 幼稚園 北海道教育大学附属旭川幼稚園 春光5条2丁目1番1号 東鷹栖 高齢者施設 有料老人ホーム　ありがとう末広 末広2条13丁目1番20号

春光 高齢者施設 グループホームあじさい 春光4条9丁目6番12号 東鷹栖 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　あんしん館1 末広2条14丁目1番19号

春光 高齢者施設 グループホーム春光 春光5条6丁目5番20号 東鷹栖 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　あんしん館2 末広2条14丁目1番22号

春光 高齢者施設 グループホームかがやき 末広5条2丁目4番1号 東鷹栖 高齢者施設 レインボーハウス 末広4条7丁目5番5号

春光 高齢者施設 グループホーム　ふれあいの里　まごころの贈り物 末広東1条3丁目2番27号 東鷹栖 高齢者施設 有料老人ホームあおぞら 末広5条7丁目1番11号

春光 高齢者施設 小規模多機能型ホーム　アイケア春光 春光6条1丁目6番3号 東鷹栖 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　あるく 末広東1条6丁目

春光 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　こぶし 春光2条9丁目3番2号 東鷹栖 高齢者施設 ナーシング　ナチュラル 東鷹栖1条3丁目635番地の155

春光 高齢者施設 春光の金さん銀さん 春光3条7丁目7番20号 東鷹栖 高齢者施設 医療法人社団博彰会　末広中央介護医療院 末広3条4丁目1番5号

春光 高齢者施設 医療法人社団圭泉会病院住宅型有料老人ホーム　エレナ 春光3条9丁目1番8号 東鷹栖 障害児・者 グループホーム　あかしあ末広 末広2条6丁目10番6号

春光 高齢者施設 介護付有料老人ホーム貴 春光5条7丁目11番16号 東鷹栖 障害児・者 あかしあ労働福祉センター第1作業所 末広2条13丁目6番17号

春光 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　えがお 末広1条3丁目3番21号 東鷹栖 障害児・者 あかしあ労働福祉センター第2作業所 末広2条13丁目6番17号

春光 高齢者施設 ライフサポート　かがやきの里 末広5条2丁目3番1号 東鷹栖 障害児・者 あかしあ労働福祉センター第3作業所 末広2条13丁目6番17号

春光 高齢者施設 介護付有料老人ホーム　マーズガーデン 末広東2条2丁目1番1号 東鷹栖 障害児・者 デイアクティビティセンターあかしあ 末広2条13丁目6番18号

春光 高齢者施設 サービス付き高齢者向け住宅　アイケア春光 春光5条1丁目5番17号 東鷹栖 障害児・者 せるぷコーポあかしあ 末広2条13丁目7番4号

春光 高齢者施設 特定施設シルバーハイツ春光 春光5条6丁目5番20号 東鷹栖 障害児・者 せるぷコーポあかしあⅡ 末広2条13丁目7番11号

春光 障害児・者 あかしあ障害者総合相談支援センター 住吉4条1丁目5番26号 東鷹栖 障害児・者 GENKIYA 末広2条13丁目7番4号

春光 障害児・者 ぷかぷか 住吉6条1丁目11番15号 東鷹栖 障害児・者 つばさ 末広2条13丁目1156番地の271

春光 障害児・者 旭川市愛育センターみどり学園 春光2条7丁目2番41号 東鷹栖 障害児・者 晴れるやホーム 末広3条4丁目11番15号

春光 障害児・者 旭川市愛育センターわかくさ学園 春光2条7丁目2番41号 東鷹栖 障害児・者 フレディ 末広4条1丁目2番18号

春光 障害児・者 旭川市こども通園センター 春光2条7丁目2番41号 東鷹栖 障害児・者 ショートステイつばさ 末広4条7丁目264番地の61

春光 障害児・者 しらかば 春光3条6丁目1番8号 東鷹栖 障害児・者 ゆうわ 末広5条6丁目3番12号

春光 障害児・者 じゃんぷ春光 春光4条4丁目4番20号 東鷹栖 障害児・者 あゆむ 末広5条6丁目2番13号

春光 障害児・者 グループホーム　春 春光5条9丁目2番31号 東鷹栖 障害児・者 グループホーム　あかしあ 東鷹栖1条3丁目635番地の78

春光 障害児・者 重度障がい児支援　花色 春光6条4丁目3番5号 東鷹栖 障害児・者 多機能型事業所リガール 東鷹栖1条3丁目635番地の155

春光 障害児・者 グループホーム　光 春光6条5丁目7番3号 東鷹栖 障害児・者 旭川アルム 東鷹栖3条2丁目636番地の241

春光 障害児・者 特定非営利活動法人恵生会ワークハウスひまわり 末広1条1丁目5番14号 東鷹栖 障害児・者 晴れるや 末広3条4丁目7番11号

春光 障害児・者 つばさ 末広1条1丁目7番12号 東鷹栖 診療所 フクダ　クリニック 末広５条７丁目１番１号

春光 障害児・者 ういず 末広1条1丁目3番29号 東鷹栖 診療所 松本呼吸器・内科クリニック 末広1条10丁目1番25号

春光 障害児・者 グループホーム　ひまわり 末広1条2丁目2番32号 新旭川 保育所 さらな保育園 金星町1丁目3番5号

春光 障害児・者 グループホーム　ひまわりⅡ 末広1条2丁目2番31号 新旭川 保育所 旭川市立新旭川保育所 大雪通7丁目

春光 障害児・者 創房みなみな 末広2条3丁目1番18号 新旭川 保育所 キララ保育園 東1条3丁目3番9号

春光 障害児・者 就労継続支援B型事業所じょぶぷれいす桜 末広5条1丁目2番8号 新旭川 保育所 東六条保育園 東6条6丁目4番15号

春光 障害児・者 グループホームしおん 末広東2条2丁目4番6号 新旭川 保育所 保育園　げんき! 東6条6丁目2番17号

春光 障害児・者 上川更生ハイム末広デイセンター 末広東3条3丁目2番24号 新旭川 保育所 認定こども園新富保育園 東5条11丁目1番1号

春光 障害児・者 さぽーとnavi末広デイサービス 末広東3条3丁目3番12号 新旭川 保育所 市立旭川病院　たけのこ保育園 金星町1丁目

春光 障害児・者 さぽーとnaviこどもセンター 末広東3条3丁目2番18号 新旭川 幼稚園 みどり幼稚園 金星町1丁目3番5号

春光 病院 医療法人社団博彰会　佐野病院 末広3条3丁目1番15号 新旭川 高齢者施設 新富宏生苑ショートステイ 新富3条1丁目506番地の13

春光 診療所 医療法人社団　並木通りクリニック 春光3条7丁目7番1号 新旭川 高齢者施設 地域密着型特別養護老人ホーム新富宏生苑 新富3条1丁目506番地の13

春光 診療所 医療法人社団利信会　上村産科婦人科医院 末広東1条3丁目1番5号 新旭川 高齢者施設 グループホーム　殿 東6条10丁目1番22号

春光 診療所 医療法人社団真佑会　旭川消化器肛門クリニック 末広東1条3丁目1番6号 新旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　ポルテ大雪 大雪通5丁目495番地の4

春光 障害児・者 特定非営利活動法人恵生会生活介護ひまわり 末広1条1丁目 新旭川 高齢者施設 東４条の金さん銀さん２号館 東4条8丁目2番12号

春光 障害児・者 フィオーレ末広 末広１条２丁目１番２８号 新旭川 高齢者施設 東４条の金さん銀さん１号館 東4条8丁目2番15号

東鷹栖 保育所 しらかば認定こども園 末広2条8丁目1番11号 新旭川 高齢者施設 新旭川の金さん銀さん 東6条4丁目2番14号

東鷹栖 保育所 旭川あかしあ認定こども園 末広東2条9丁目1番5号 新旭川 高齢者施設 東６条の金さん銀さん 東6条6丁目1番3号

東鷹栖 保育所 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番8号 新旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　ぐるーぷりびんぐ　ゆかる 東6条8丁目1番13号

東鷹栖 保育所 医療法人社団博彰会　佐野病院 末広2条5丁目5番14号 新旭川 高齢者施設 有料老人ホーム　オアシス東７条 東7条10丁目2番1号

東鷹栖 高齢者施設 短期入所生活介護事業所　末広たいせつの郷 末広東1条13丁目2番34号 新旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホーム　みつばちの郷 東8条5丁目1番14号

東鷹栖 高齢者施設 特別養護老人ホーム末広たいせつの郷 末広東1条13丁目2番34号 新旭川 高齢者施設 住宅型有料老人ホームすみれ 新富2条1丁目2番10号
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