○優先的受講の取扱いについて
従事要件等により今年度中の受講が必要と認められる場合は、優先的な受講の取扱いとさせていただき
ます。この場合、受講申込書に加え「受講推薦書」の提出が必要となりますのでご注意ください。
「受講者推薦書」につきましては、既に従事している事業者又は従事することが予定されている事業者の
施設長印を押印の上、「受講申込書」と一緒に提出して下さい。
ただし、優先的受講の取扱いの方についても定員を超過した場合は抽選となり、受講できない場合もあり
ますので予めご了承ください。
また、子育て支援員の任用を現段階で予定している園は以下のとおりです。（※施設一覧の詳細につきま
しては、旭川市ＨＰをご覧下さい。）
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/232/240/d057591.html

★子育て支援員の任用を予定している市内施設一覧（H29.10.24現在）
No. 区分
園名
住所
電話
担当
1 保 旭川隣保会乳児保育所
旭川市本町2丁目437-80
0166-51-2526 松田氏
2 保 旭川隣保会第二保育所
旭川市2条通20丁目左4号
0166-31-6084 大友氏
3 保 旭川隣保会第三保育所
旭川市春光4条4丁目2番24号
0166-51-2965 渡邊氏
4 保 こぐま保育園
旭川市春光5条8丁目1番15号
0166-51-9611 山本氏
5 保 末広保育園
旭川市末広6条2丁目3番20号
0166-51-6545 野々村氏
6 保 忠和保育園
旭川市忠和2条5丁目6番7号
0166-62-4975 鈴木氏
7 保 真和保育園
旭川市東光17条5丁目3番12号
0166-51-2233 山本氏
8 保 旭川太陽保育園
旭川市永山8条13丁目5番5号
0166-48-0022 谷越氏
9 保 旭川宮前保育園
旭川市神楽2条12丁目
0166-61-0568 薬師氏
10 保 旭川春光台保育園
旭川市春光台3条3丁目5番27号
0166-54-3106
榊氏
11 保 東六条保育園
旭川市東6条6丁目4番15号
0166-24-0380 高橋氏
12 保 まこと保育園
旭川市永山3条3丁目1番24号
0166-51-2233 山本氏
13 保 豊岡蘭契保育園
旭川市豊岡3条3丁目
0166-38-6815 横山氏
14 保 わんぱく保育園
旭川市2条通11丁目106番地
0166-21-8554 松島氏
15 保 旭川あゆみ幼稚園附属保育園
旭川市旭神町22-71
0166-66-9988 細川氏
16 保 キララ保育園
旭川市東1条3丁目3番9号
0166-27-3215 吉田氏
17 認 幼保連携型認定こども園 西神楽宮前こども園
旭川市西神楽南1条1丁目
0166-61-0568 薬師氏
18 認 （仮）幼保連携型認定こども園 東光宮前こども園 旭川市東光6条4丁目
0166-61-0568 薬師氏
19 認 認定こども園 ひとみ幼稚園
旭川市忠和4条1丁目6番5号
0166-62-1706 佐々木氏
20 認 幼保連携型認定こども園 末広こまどり
旭川市末広2条13丁目1番8号
0166-74-5811 山下氏
21 認 いずみこども園
旭川市神居9条4丁目1番10号
0166-62-8986 笹野氏
22 認 幼保連携型認定こども園 末広第二こども園
旭川市末広6条7丁目7番5号
0166-57-6434 東峰氏
23 認 認定こども園 龍谷きくし保育園
旭川市豊岡5条4丁目4番12号
0166-38-8181 稲葉氏
24 認 幼保連携型認定こども園 東鷹栖森のこども園
旭川市東鷹栖4条5丁目639-162
0166-73-6911 澁谷氏
25 幼 旭川聖母幼稚園
旭川市6条通22丁目4番地の46
0166-32-2021 小山田氏
26 幼 旭川あゆみ幼稚園
旭川市旭神町22-65
0166-65-4271 北川氏
27 幼 たいせつ幼稚園
旭川市末広8条2丁目5392番地の2
0166-55-1234 岩﨑氏
28 小 こうさぎ保育園
旭川市末広5条3丁目8番9号
0166-55-2354 西谷内氏
29 小 あおぞら保育園
旭川市宮下通26丁目489－48
0166-35-5060 野瀬氏
30 小 さらな保育園
旭川市金星町1丁目3番5号
0166-24-1800 小山氏
31 小 小規模保育所おひさま
旭川市南7条通26丁目567-42
0166-35-2188 齊藤氏
32 小 小規模保育園めっきら
旭川市神居8条5丁目
0166-73-5170 戸波氏
33 小 永山こどもの杜保育園
旭川市永山11条4丁目119-49
0166-73-7330 国木氏
34 事 たいせつ保育園
旭川市永山4条13丁目1番25号
0166-40-1238 渡辺氏
35 放 （仮）真和保育園放課後児童クラブ
旭川市東光17条5丁目3番12号
0166-51-2233 山本氏
36 放 旭川蘭契放課後児童クラブ
旭川市末広1条2丁目2番21号
0166-59-5056 佐藤氏
37 放 （仮）永山太陽認定こども園放課後児童クラブ
旭川市永山7条20丁目
0166-48-0022 谷越氏
38 放 西神楽放課後児童クラブ
旭川市西神楽南1条1丁目139-40
0166-61-0568 薬師氏
39 放 （仮）東光宮前認定こども園放課後児童クラブ
旭川市東光6条4丁目
0166-61-0568 薬師氏
40 放 （仮）認定こども園百華幼稚園放課後児童クラブ
旭川市春光台4条4丁目2番4号
0166-51-3850 斉藤氏
41 放 （仮）大町のぞみこども園放課後児童クラブ
旭川市大町2条12丁目
0166-57-6434 東峰氏
42 放 アフタースクールあゆみ
旭川市旭神町22-65
0166-65-4271 北川氏
※（仮）がある施設については，平成30年4月開設予定。
※区分：「保」→認可保育所 「認」→認定こども園 「幼」→幼稚園 「小」→小規模保育事業所 「事」→事業所内保育事業所

「放」→放課後児童クラブ
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修了証の発行等に必要です。
正確にご記入ください。
受講票及び修了証書の宛先
になるので、番地まで正確に
ご記入ください。
事務局から日中に問合せる
事があります。

（自宅もしくは携帯）

勤務先
受講希望
する理由
基本研修

平成３０年１月１５日（月）

受講を希望する研修・コースに○をつけてください。
地域型保育

平成３０年 １月１８日（木）

一時預かり事業

平成３０年 １月１９日（金）

地域保育コース共通科目
平成３０年 １月１６日（火）・１７日（水）
専門研修
放課後児童コース
同意欄
（地域型保育
コース又は一
時預かり事業
受講者のみ）

備

平成３０年 １月２２日（月）・２３日（火）

子育て支援員研修における普通救命講習の受講に際し、旭川市消防本部へ氏名及び生年月日の提供につ
いて同意します。
氏名
㊞

考

保有資格など

※注意事項
（１）基本研修は有資格者（保育士、社会福祉士の有資格者） 又は、他のコースの子育て支援員研修の
修了者は免除が可能です。
免除希望者は、備考欄に保有資格を記入の上、その資格を証明する書類の写しを提出してください。
（２）専門研修は、基本研修を修了した方が対象となります。
（３）定員を超過した場合は抽選での選考となり、受講できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
（４）申込みは、郵送（郵送の場合は当日消印有効）又は直接こども育成課への提出となります。
（５）受講決定後に、受講決定通知を１２月下旬位までに、ご自宅へ郵送いたします。
（６）本申込書にご記入いただきました個人情報につきましては、主催者からの各種連絡、情報提供以外には
使用いたしません。
（７）開催場所は、『旭川市子ども総合相談センター』（旭川市１０条通１１丁目）となります。
駐車場が確保できないため、公共交通機関をご利用ください。

受講申込み先

旭川市
子育て支援部こども育成課こども事業係
〒070-0037 旭川市7条通10丁目旭川市第二庁舎5階
TEL (0166)25-9106（平日8：45～17：15）

平成

年

月

日

受講者推薦書

所在地
事業所名
（保育所・幼稚園・認定こども園等）
代表者職・氏名
担当者氏名
連絡先

１

地域型保育コース

２

一時預かり事業コース

３

放課後児童コース

※受講を希望するコースに○を付けてください。

上記研修の受講者として、下記の者を受講させたいので推薦いたします。
１

受講希望者氏名

２ 事業所名
（保育所・幼稚園・認定こども園等）
３

事業所所在地

４

推薦理由

当事業所が事業を実施するに当たり、上記の者が本研修を受講することが
職員配置上、必要不可欠であるため

印

