
止です。飲酒している方の入場は固く
お断りします。また、式典の妨害や迷
惑行為を行った方は直ちに退場いただ
きます／J市教委生涯学習課(M31-45
79)、市教委阿寒生涯学習課(M64-61
93)、市教委音別生涯学習課(M01547-
6-2034)

  職員･公募委員等

23(令和５)年度会計年度任用職員
採用予定日＝23(令和５)年４月1日以
降／H12月１日㈭から市ホームペー
ジにて順次募集を開始します。詳細は
12月1日㈭以降に市ホームページをご
確認ください／J職員課(M31-4511)

特別支援教育指導員
　市内の小・中学校で特別な支援を要
する児童生徒への支援活動をしていた
だける方を募集します。
募集人数＝若干名／H受験資格や必要
書類等の詳細は、市ホームページをご
確認ください／I必要書類を市教委教
育支援課学校指導担当(M23-5189)
へ。書類審査の上、後日面接の日程を
お知らせします｡

  その他

23(令和５)年度
市立高等看護学院入学生
願書受付＝11月28日㈪～12月９日㈮
(必着)／応募資格＝高等学校卒業(見
込み含む)、高等学校卒業程度認定試
験合格者(旧大学入学資格検定合格者
を含む)／募集人数＝30人(推薦入学
者若干名含む)／修業年限＝３年／試
験日＝[学科試験]23(令和５)年１月
19日㈭、[面接試験]23(令和５)年１
月20日㈮／募集要項請求・J市立高
等看護学院(〒085-0822春湖台1-18
M42-1302)

22(令和４)年度消防設備士講習
A23(令和５)年１月26日㈭・27日㈮
／B道東経済センタービル(大町1-1-1)
／F[26日㈭]警報設備、[27日㈮]消
火設備、避難設備、消火器／I12月
６日㈫までに申込書(消防本部予防課
に備え付け)を北海道消防設備協会(M
011-205-5951)へ／J消防本部予防
課予防広報担当(M23-0426)

23(令和５)年度
｢赤い羽根共同募金助成事業」
 自主性、非営利、公開を原則とし、
資金確保が困難な市内の福祉団体、障
がい者施設で赤い羽根共同募金が有効
に活用される活動に必要な資金の一部
(限度額は５万円)を助成します。
I12月23日㈮までに共同募金委員会(M
24-1565)へ

ノロウイルスの感染症に
ご注意ください
　ノロウイルスによる感染性胃腸炎の
人への感染は、ウイルスに汚染された
飲食物を口にすることや、人から人へ
の二次感染によって起こるものです。
手洗いの励行、調理器具等の消毒洗浄､
食品の十分な加熱等、細菌性食中毒と
同じ予防策が有効です。
　感染した場合、一般的には症状は軽
く、ほとんどの場合２～３日で回復し
ますが、高齢者、幼児など抵抗力の弱
い方は重症になることもあります。初
期症状は、風邪と間違えやすいので注
意が必要です。感染が疑われたら医師
の診断を受けてください。
J健康推進課(M31-4524)、釧路保健
所(M65-5825)

12月の子育て講座
●クリスマスウイーク
A12月７日㈬～９日㈮午前11時～11
時30分／D０歳～就園前／E11組／
Fハンドベル演奏等／BI西部子育て
支援拠点センター(M65-6112)
●クリスマス会
A12月13日㈫午前10時30分～11時
15分／D０歳～就園前／E12組／F

簡単制作等／BI親子つどいの広場昭
和(M55-2231)
●クリスマスウイーク
A12月14日㈬～16日㈮午前11時～11
時30分／D０歳～就園前／E15組／
F親子でダンス等／BI東部子育て支
援拠点センター(M65-9912)
●クリスマスウイーク
A12月21日㈬～23日㈮午前11時～11
時30分／D０歳～就園前／E11組／
Fパネルシアター等／BI中部子育て
支援拠点センター(M38-5037)

ひとり親家庭等の
お父さん、お母さんへお知らせ
●弁護士による無料法律相談
A12月21日㈬午後１時30分～４時／
Dひとり親家庭の親、一般の方(託児
あり。要予約)／E４人／F離婚、親
権、養育費、面接交渉権等
●ひとり親家庭のための自習室
A12月の毎週月曜日午後１時30分～
４時30分／D資格取得や高卒認定試験
を目指すひとり親家庭等の親および子
(託児あり。要予約)／H学習アドバイ
ザー付き
●パソコン学習室
A12月の毎週火曜日午前10時～午後
３時／Dひとり親家庭等の親(要予約)
／E７人
【共通】Bこども家庭サポートステー
ションあさひ(旭町16-5)／I釧路母
子家庭等就業・自立支援センター(M
22-2401)へ

23(令和５)年度新規保育施設利用
申込用紙の交付および第１次受付
　来年４月から新たに市内の認可保育
施設の利用を希望される方へ施設利用
のしおりと申込用紙を交付します。
書類の交付＝12月１日㈭～[①こども
育成課、K保健福祉課]開庁時間、[②
認可保育所、認定こども園、地域型保
育事業施設]午前９時30分～午後４時
30分※市ホームページからダウンロ
ード可／BI申込用紙に必要事項を記
入の上、関係書類を添えて、12月26日
㈪～2023(令和５)年１月13日㈮に①
は午前９時30分～午後４時30分、②は
午前９時30分～午後４時の間に提出
※各年末年始と土・日曜日、祝日を除
く。同時にお子さんの面談も行います
ので、お子さんと一緒にお越しくださ
い。認可保育所、認定こども園、地域型
保育事業施設は事前に各施設へお問い
合わせください。また、電子申請が可

能になりましたので、マイナンバーカ
ードと暗証番号を準備の上、市ホーム
ページまたは市公式LINEの電子申請
ボタンよりお申し込みください。電子
申請した場合、お子さんの面談日時等
は申込確認後、市から連絡をします／
Jこども育成課保育担当(M31-4541)

上下水道料金
夜間・日曜納付相談窓口
夜間=12月20日㈫午後８時まで／日
曜=12月４日㈰午前９時～午後５時／
B上下水道料金お客様サービスセンタ
ー(南大通2-1-121)／J第一環境㈱釧
路事務所(上下水道部検針および収納
等業務受託会社M43-2161)

コミュニティ助成事業で地域コミュ
ニティ活動用の備品を整備しました
 昭和中央６丁目町内会では、(一財)
自治総合センターの宝くじの社会貢献
広報事業として、宝くじの受託事業収
入を財源として実施しているコミュニ
ティ助成事業を利用して、地域コミュ
ニティ活動に係る備品(物置、芝刈機､
音響システム、発電機、投光器等)を
宝くじの助成金で整備しました。
J市民生活課(M31-4590)

牛乳の消費拡大にご協力を
～毎日牛乳をモ～１杯。～
 新型コロナウイルス感染症等の影響
が続く中、牛乳や乳製品の消費が減少
し、行き場を失う生乳の発生が懸念さ
れています。｢new(乳)プラスワンプ
ロジェクト」として、牛乳をいつもよ
りもう１杯、もう１本消費いただくこ
とをお願いしています。皆さんのご協
力をお願いします。
J農林課農林振興担当(M31-2552)

23(令和５)・24(令和６)年度
建設工事等競争入札
参加資格審査申請受付
 現在登録されている方も新たに申請
が必要です。
対象業務＝建設工事および建設工事に
係る委託※資格要件、登録先部局等は
申請の手引きをご覧ください／登録期
間＝23(令和５)年４月１日～2025(令
和７)年３月31日／I12月１日㈭～2023
(令和５)年１月16日㈪に電子メール(手
引きにて指定する書類は郵送)により
契約管理課契約担当(〒085-8505黒
金町7-5Pkoujisinsei@city.kushiro.
lg.jp)へ。申請書および申請の手引き
は市ホームページからダウンロードま
たは市役所１階市政情報コーナー、各
行政センター地域振興課で有料コピー
可／J契約管理課契約担当(M31-450
8)

歳末火災予防特別警戒
12月15日㈭～31日㈯
　年末は何かと慌ただしく、注意力も
散漫になりがちです。ちょっとした不
注意から火災
が発生してし
まいますので､
火のもとには
十分注意してください。
J消防本部予防課予防広報担当(M23-
0426)

交通事故にご注意ください
 年末に向け、凍結路面や日没の早ま
りなどから交通事故の増加が懸念され
ます。外出する際は、時間に余裕をも
って行動し、交通安全に努めましょう｡
○エゾシカの急な飛び出しに注意
〇スピードの出し過ぎ等無謀運転防止
〇全ての座席のシートベルト、チャイ
ルドシートの正しい着用　
〇デイ・ライトの推進　
〇夜間運転時のハイ・ビーム　
〇交差点では安全確認　
〇夜光反射材の着用　
〇飲酒運転の根絶
J市民生活課(M31-4521)

市議会12月定例会
 12月７日㈬午前10時から開会予定で
す。
J議会事務局(M31-4581)

橋梁補修工事による
鳥取橋通行止めのお知らせ

規制方法＝車両全面通行止めおよび車
線減少／工事期間＝～23(令和５)年２
月10日㈮／通行止め期間＝～12月22
日㈭※工事に伴い、ご不便ご迷惑をお
掛けしますが、ご理解とご協力をお願
いします。なお、通行止め期間中、公
共交通機関を利用する際には、迂回に
よる遅延等にご注意ください／J道路
河川課建設担当(M31-4559)

木造住宅の無料耐震診断受付中
受付期間＝通年／対象住宅＝在来工法
の木造戸建て住宅(特殊な工法を除く)
で、500㎡以下のもの／D対象住宅を
所有し、かつ居住している市民／H診
断には、筋かい等の位置や寸法が記載
された図面が必要です。また、現地調
査は実施せず、簡易的に耐震性能を４
段階程度で示すものです。詳しくはお
問い合わせください／J建築指導課指
導防災担当(M31-4569)

■借金・金融一般相談会
A12月８日㈭午前９時～正午／B釧
路地方合同庁舎９階会議室(釧路財務
事務所)／F借金の悩み、預金や融資､
保険等金融全般／J北海道財務局(M
011-807-5144・5145)

子育て・教育

■女性のためのなんでも無料
　法律相談所(要予約、当日受付可)
A12月９日㈮午後１時30分～３時30
分／B釧路地方法務局２階会議室／J

釧路人権擁護委員協議会事務局(M31-
5040)
■女性のための無料法律相談(要予約)
A12月14日㈬午後１時～３時／E４
人／BI12月7日㈬午前９時から電話
で男女平等参画センターふらっと(M65-
1034)へ
■障がい者就労支援相談(要予約)
A12月15日㈭午後１時～４時／B防
災庁舎３階障がい福祉課／I障がい福
祉課(M23-5201)、障がい者就業・生
活支援センターぷれん(M65-6500)
■外国人のための無料相談会
A12月18日㈰午前10時～午後１時／
B観光国際交流センター２階くしろ国
際交流プラザ／F在留資格や生活全般
に関する相談／J札幌出入国在留管理
局釧路港出張所(M22-2430)
■ふれあい相談
A[電話相談]月・水・金曜日、[面接
相談(要予約)]月曜日各午前10時～午
後３時30分(祝日､年末年始を除く)／
B総合福祉センター(旭町12-3)／F家
庭生活全般／Jふれあい相談センター
(M24-7837)
■男女平等参画相談
A月～金曜日(祝日を除く)午前８時50
分～午後５時20分／B市役所２階市
民協働推進課相談室※電話での相談も
可／F男女平等参画に関する市の施策
についての意見や、男女平等参画の推
進を阻害すると認められるものについ
ての申し出等／J市民協働推進課(男
女平等参画相談電話M61-5030)

■法律相談(要予約。先着６人)
A12月2日㈮午後１時～３時
■人権相談(要予約。先着５人)
A12月23日㈮午後１時～３時30分
■行政相談(当日受付)
A12月６日㈫、20日㈫午後１時～３時
【共通】B市役所１階市民相談室／I

相談日の１週間前の金曜日午前８時50
分から電話で市民協働推進課(M31-45
04・4505)へ※行政相談は当日受付

釧路市民憲章推進書道展・
ポスター展
●釧路市民憲章推進書道展
D小学生／標題＝１年生｢つる｣、２年
生｢げんき｣、３年生｢文化｣、４年生｢平
和｣、５年生｢自然｣、６年生｢生産都市｣
／作品規格＝半紙(作品の左側に学校
名、学年、氏名を記入)
●釧路市民憲章推進ポスター展
D中学生／募集作品＝市民憲章本文｢人
にやさしく、心ふれあう温かいまちを
つくりましょう」をアピールするポス
ター／作品規格＝四つ切り
【共通】展示＝23(令和５)年１月20日
㈮～22日㈰コーチャンフォー釧路文
化ホール／I12月２日㈮までに直接ま
たは郵送で市役所２階市民生活課(〒
085-8505黒金町7-5M31-4521)へ

第38回北方領土の日啓発書道展
D市内および釧路管内の小学校３～６
年生／標題＝３年生｢北方｣､４年生｢友
好｣、５年生｢平和の日｣、６年生｢北方
領土｣※１校につき各学年４人まで／
作品規格＝半紙(作品の左側に学校名､
学年、氏名を記入)／展示＝23(令和５)
年１月30日㈪～２月３日㈮防災庁舎１
階、23(令和５)年２月７日㈫～12日
㈰まなぼっと幣舞２階市民自由広場／
I23(令和５)年１月20日㈮までに応
募名簿を添付し、直接または郵送で市
役所２階市民生活課(〒085-8505黒金
町7-5M31-4590)へ

鉄北中央会館の管理人
B若松町11-14／F①会館利用の受け
付けおよび調整　②利用料金の徴収　
③会館利用時間内の対応　④地区会館
内外の維持管理業務／管理人手当＝月
６万円／H防火管理者講習受講済の方
は優遇。詳細はお問い合わせください
／I鉄北中央会館運営協議会(吉里M

080-6090-1237)へ

第３回「たのしく！みんなで！
手話講座～初心者向け～」
A12月６日㈫午後３時～５時／B防災
庁舎５階会議室Ａ・Ｂ／E20人／I12
月１日㈭までに、電話またはファクス､
メールで障がい福祉課(M23-5201O

25-3522Psho-shougaihukushi@
city.kushiro.lg.jp)へ

①第９回危険物取扱者試験
②第６回消防設備士試験
A23(令和５)年１月29日㈰／F①甲
種、乙種全類、丙種　②甲種特類、甲
種(第１～５類)、乙種(第１～７類)／
受験願書設置場所＝消防署・分署・支
署、釧路総合振興局地域政策課※①は
釧根地方石油業協同組合にも設置／I

受験願書申請は12月２日㈮～９日㈮､
インターネット申請は11月29日㈫～
12月６日㈫に消防試験研究センター
北海道支部(M011-205-5371)へ／J

消防本部予防課予防広報担当(M23-04
26)

12月26日㈪は
以下の市税等の納期限です
・固定資産税(第４期)
・国民健康保険料(第７期)
・後期高齢者医療保険料(第７期)
・介護保険料(第７期)
※いずれも普通徴収分
・12月分保育園保育料
●市税等　休日の納付相談窓口
A12月24日㈯午前９時～午後５時
◆市税等の滞納に対しては、動産・不
動産を問わず差し押さえを執行し厳し
く対処しています。納付に当たってお
困りの際は納税課までご相談ください｡
J納税課(M31-4517・4518)
■■納付には便利な口座振替を■■

償却資産申告書の発送
　償却資産の申告が必要な事業者の方
に、23(令和５)年度の償却資産申告
書を12月上旬に発送します。申告書
の内容をご確認の上、市内に所有して
いる償却資産(23(令和５)年１月１日
現在)について、23(令和５)年１月31
日㈫までに申告してください。申告が
必要な事業者の方で、申告書が届かな
かった場合にはご連絡ください。
J資産税課(M23-5198)

年内の「し尿くみ取り」の
申し込みはお早めに
　年内にし尿くみ取りを希望される方
は、12月２日㈮までにお申し込みくだ
さい｡締め切り後の申し込み分は､23(令
和5)年１月４日㈬以降のくみ取りと
なります。なお、阿寒・音別地域は、
各行政センターにお申し込みください｡
I環境保全課環境衛生担当(M31-453
4)､K市民課環境担当(M66-2211)、L

市民課環境担当(M01547-6-2231)

環境事業課からのお知らせ
●高山への自己搬入について
　23(令和５)年１月１日㈰～３日㈫は､
ごみの搬入はできません。年末は混雑
しますので、早めの搬入をお願いしま
す。詳細はお問い合わせください。
【可燃ごみ】釧路広域連合清掃工場(M
92-2002)
【不燃ごみ・粗大ごみ】環境事業課(M
31-4551)
開場＝月～土曜日午前９時～午後４時
30分、日曜日および12月31日㈯午前
９時～午後０時30分※計量やごみを
降ろす時間が必要ですので、終了時間
の30分前までに入場してください。
●ごみの量を減らしましょう
　年末年始はごみが増える時期です。
食材を買いすぎない、料理を食べ切る､
生ごみの水切りを徹底するなど、ごみ
の減量に取り組みましょう。

●冬期間のごみステーション・資源物
　ステーションの除雪にご協力を
　資源物ステーションの

かご

籠等の設置が
困難となったり、排出や収集の支障と
なったりしないよう、使用しているス
テーションの除雪にご協力ください。
●12月の不燃ごみの収集日
[釧路・音別地域]第１・３水曜日の地
区は12月７日㈬、21日㈬、第２・４水
曜日の地区は12月14日㈬、28日㈬、
[阿寒地域]第２・４金曜日の地区は12
月９日㈮、23日㈮、第２・４土曜日
の地区は12月10日㈯、24日㈯※各該
当地区はクリーンカレンダーをご覧い
ただくかお問い合わせください。
【共通】J環境事業課廃棄物対策担当
(M31-4551)、K市民課環境担当(M
66-2211)､L市民課環境担当(M01547-
6-2231)

春採湖周辺環境の研究調査結果
　春採湖調査会では春採湖周辺の環境
に関する21(令和３)年度の研究調査
結果をまとめた「春採湖調査報告書」
を作成しました。詳しくはホームペー
ジで公開していますのでご覧ください｡
J環境保全課自然保護担当(M31-459
4)

介護予防プログラム「わかがえり
レッスン」DVDの無料配布
 介護予防継続教室で行っている「わ
かがえりレッスン」のDVDを無料で
配布します。ご自宅で取り組んでみま
しょう。
D65歳以上の市民で来庁できる方／
配布数＝50枚(先着順。１人１枚のみ)
／I電話で介護高齢課高齢福祉担当(M
23-5185)へ

すいとう

水痘(みずぼうそう）
予防接種を受けましょう
 水痘はとても感染力が強く、５歳ま
でにはおよそ８割のお子さんがかかる
といわれています。軽症ですむことが
多いですが、中には重症化したり入院
が必要となったりすることもあります｡
お子さんの成長に伴って、集団生活の
場も増えてくることから、お子さん自
身の感染防止とともに、家族やお友達
にうつさないためにもできるだけ早く
接種しましょう！下記対象者は、無料
で予防接種を受けることができます。
D生後12～36カ月未満のお子さん／
接種回数＝２回※対象者以外も、任意
接種として有料で接種可／I直接予防
接種を実施している市内医療機関へ※
詳細お問い合わせください／J健康推
進課(M31-4524)、K保健福祉課(M
66-2120)、L保健福祉課(M01547-
9-5252)

ほっかいどう健康づくりツイッター
　北海道では、道民の健康づくりに有
益な情報を、SNSを利用する幅広い世
代に情報発信するため､｢ほっかいどう
健康づくりツイッター」を開設してい
ます。本アカウントでは、｢栄養・食
生活」｢運動」｢歯科保健」｢受動喫煙
防止対策」といった健康づくりに関す
る内容の他、がん・生活習慣病などの
疾病予防に向けた生活習慣に関する情
報について発信しています。まずは見
ることから健康づくりを始めませんか？
Nhttps://twitter.com/Hokkaido_
healthからアクセスください。
J釧路保健所(M65-5819)

インフルエンザを予防しよう！
予防するためには
〇衛生管理を徹底し、こまめに手洗い
・うがいを行いましょう。
〇定期的に室内の換気を行いましょう｡
〇食事、運動、休養等、規則正しい生
活を心掛け、体調を整えましょう。
〇人混みを避けるとともに、マスクを
着用し、感染を防ぐようにしましょう｡
「せきエチケット」を守りましょう！
　マスクをすることでほかの人に感染
させないことが大事です。
J健康推進課(M31-4524)

若者健診
A①12月26日㈪　②23(令和５)年１
月18日㈬各午前９時～11時／B防災庁
舎４階健康推進課ホール／D18～39歳
の市民で、健診を受ける機会のない方､
職場の健診で血液検査がない方／E①
②各80人／F身体計測、血圧測定、
血液検査、尿検査、
医師診察／I①は12
月５日㈪、②は12月
27日㈫までに電話で
健康推進課(M31-45
25)へ

住宅・土地統計調査の準備事務に
ご協力をお願いします
 総務省では、23(令和５)年住宅・土
地統計調査の準備事務を行います。
12月中旬から23(令和５)年１月中旬
にかけて、指導員が担当地区を巡回し
住戸数などを確認します。確認の際に､
マンションの管理人の方、各種施設の
責任者の方にご質問等をさせていただ
く場合がありますので、ご協力をお願
いします。
J都市経営課統計担当(M31-4205)、
K地域振興課地域振興担当(M66-212
2)、L地域振興課(M01547-6-2231)

水道工事による日中交通規制
(片側交互通行等)のお知らせ
 地震に強い水道管に取り替える工事
を行います。
①規制箇所＝浜町臨港通(ダイナム釧
路宝町店付近～㈱日本旅行釧路支店付
近)の車道および歩道／工事期間＝～
23(令和５)２月下旬午前９時～午後
５時※一部夜間工事あり

②規制箇所＝富士見緑ケ岡通(セイコ
ーマート釧路鶴ケ岱店付近～釧路消防
団第３分団付近)の車道および歩道／
工事期間＝～23(令和５)年１月下旬午
前９時～午後５時※一部夜間工事あり

J上下水道部水道整備課建設担当(M
43-2163)

12月の自然観察会
●シマエナガフィギュアを作ろう
A12月３日㈯午後１時～３時／E10人
／G100円(材料費)／BI電話で塘路
湖エコミュージアムセンター(M015-
487-3003)へ
●湿原の「かたち」を見て歩こう
A12月４日㈰午前10時～正午／E10人
／BI電話で温根内ビジターセンター
(M65-2323)へ

●塘路フィールドウオッチング
　～初冬編～
A12月17日㈯午前10時～正午／E10人
／BI電話で塘路湖エコミュージアム
センター(M015-487-3003)へ

釧路市新年交礼会
A23(令和５)年１月５日㈭午前11時～
正午／B観光国際交流センター／G１
枚1,000円／出席者名簿への掲載＝12
月１日㈭～７日㈬に会券を購入の方／
I12月１日㈭から市役所２階秘書課(M
31-4501)へ

2023「くしろ20歳のつどい」
 12月１日現在、市に住民登録のある
方には12月中旬に郵送で案内します｡
現在、市を離れている式典参加希望者
は、ご連絡ください。案内状を送付し
ます。
 なお、式典当日は新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大を防止するため、
QRコードによる受け付けを行います｡
同封された資料を参考に、事前に受付
用QRコードを作成してください。
※式典や新型コロナウイルス感染症対
策についての詳細は、市ホームページ

をご覧ください。
A23(令和５)年１月８日㈰[式典]午
後２時～(開場午後１時)／B[釧路会
場]コーチャンフォー釧路文化ホール(釧
路市民文化会館)、[阿寒会場]阿寒町公
民館、[音別会場]音別町文化会館／D

平成14年４月２日～平成15年４月１
日生まれの方／注意事項＝新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、
感染症対策を講じた形にて開催します｡
式典中止に際してのすべての補償はで
きかねますので、ご承知ください。会
場内は酒類の持ち込み、飲酒、喫煙禁

検診機関 子宮 乳

釧路がん検診センター（M37-3370）

釧路孝仁会記念病院（U0120-133-527）

釧路赤十字病院（M22-7171）

釧路労災病院（M22-7191）

市立釧路総合病院（M41-6121）

道東勤医協釧路協立病院（M24-6811）

足立産婦人科クリニック（M25-7788）

くしろレディースクリニック（M32-1020）

ひろせクリニック（M64-6315）

○

○

○

○

○

-

○

○

-

○

○

○

○

○

○

-

-

○

●お酒の悩み相談(健康推進課M31-4525）
A12月14日㈬午後１時～３時／B防災庁舎３階相談室３(スズ
ラン)※まずは防災庁舎４階健康推進課へお越しください。
●こころの健康相談※秘密厳守(釧路保健所M65-5825）
面談相談＝予約制／電話相談＝月～金曜日午前９時～午後５時(祝
日、夜間および12月29日㈭～2023(令和５)年１月３日㈫を除く)

●釧路市夜間急病センター(住吉2-12-37M44-6776）
診療科目＝内科、小児科／受付時間＝午後６時30分～翌午前６
時30分／診療時間＝午後７時～翌午前７時
●救急医療情報案内センター（U0120-20-8699､携帯電話･PHS 
011-221-8699）
●休日緊急歯科診療※日曜日、祝日(城山2-2-15釧路歯科医師
会館内M42-8336）
時間＝午前10時～午後０時30分、午後２時～４時
●小児救急電話相談
【プッシュ】(M#8000）／【その他】（M011-232-1599）
時間＝午後７時～翌午前８時

D子宮頸がん検診は20歳以上で偶数年齢の女性、乳がん検診
は40歳以上で偶数年齢の女性(偶数年齢時に１回受診可)、大
腸がん検診は40歳以上の市民(１年に１回受診可)／I直接右
記の検診機関へ

各種相談・救急当番病院・各種がん検診
各種相談

救急当番病院

子宮頸(けい)がん・乳がん・大腸がん検診

検診項目・対象 料金 検診機関
子宮頸がん
（頸部細胞診）

1,220円
1,270円
1,300円
1,110円
1,260円
1,050円
550円
630円

釧路がん検診センター
上記以外の検診機関

釧路がん検診センター

上記以外の検診機関

釧路がん検診センター
上記以外の検診機関

40歳代
50歳以上
40歳代
50歳以上

乳がん
(マンモ
グラフィ）

大腸がん
（便潜血検査）

※大腸がんの検診医療機関については、市ホームページで
ご確認いただくか、健康推進課へお問い合わせください。
【各検診共通】※生活保護受給世帯の方は、受給証明書持参
で無料となります。※｢総合がん検診受診券｣｢無料クーポ
ン券」もご利用いただけます(対象者のみ)／J健康推進課
（M31-4524）

A月～金曜日、第１・３土曜日／D40歳以上(１年に１回
受診可)／I受診日の５日前までに直接、釧路がん検診セ
ンター(M37-3370)へ

胃がん・肺がん検診

検診項目・内容 料金 検診機関

胃がん（バリウム検査） 1,160円

470円

1,080円

釧路がん検診センター
肺がん

X線のみ

X線・喀痰検査
かくたん

A23(令和５)年１月18日㈬／H内容等、詳細はお問い合わせくだ
さい／J健康推進課(M31-4524)

くしろ市民健診受付中！ 　対象の方には５月下旬にクーポン券を発送しています｡
D[子宮頸がん]20歳、[乳がん]40歳※年齢は22(令和
４)年４月１日現在の年齢／有効期限＝23(令和５)年３
月31日㈮／J健康推進課(M31-4524)

子宮頸がん・乳がん検診無料クーポン券を
ご利用ください！

112022（令和４）年12月号

その他


