
お問い合せ先 保健福祉部 保健推進課
花川北6条1丁目41番地1　総合保健福祉センター「りんくる」内　　電話：0133-72-3124

☆石狩市に住民票があり、職場等で受診する機会のない方（自営や主婦、退職など）は、市で実施している、さまざまな「けんしん」が受けられます。

平成28年度
保 存 版

受診料金が無料になる方受診料金が無料になる方受診料金が無料になる方
●生活保護受給世帯の方
●市民税非課税世帯の方（前年度）
●石狩市国民健康保険被保険者の方（40～74歳）及び後期高齢者医療制度加入の方（75歳以上）で、「健康診査受診券」に記載の自己負担額が0円
　と表示されている方→検診当日受診券の写しをお持ちください。
●各無料クーポン券対象の方（平成28年度対象者のみ）→受診時に該当の無料クーポン券をお持ちください。

｝検診受診日の3週間前までに印鑑を持参のうえ免除申請手続きを保健推進課、又は各区担当窓口で行い、検診当日に検診料金免除証明書をお持ちください。

☆石狩市に住民票があり、職場等で受診す

けんしん対象・料金等けんしん対象・料金等けんしん対象・料金等
健診種類

特定健康診査

後期高齢者健康診査

39（サンキュウ）健康診査
※集団検診・バス送迎検診のみ実施

検査内容等 市の検診対象者

・18～39歳
・18歳以上の生活保護受給の方

自 己 負 担

1,000円

・身体測定　　・腹囲測定
・診察　　　　・血圧測定
・血液検査
 （肝機能、脂質、糖、腎機能）
・尿（蛋白、糖、腎機能）
・心電図*1
●特定健診のみ：医師の判断により貧
血検査、眼底検査を実施

*1 39健診受診者には、心電図検査は
実施しません。ただし、40歳以上
の生活保護者で該当になる方には、
心電図・眼底・貧血検査を実施

　石狩市国民健康保険及び、後期高齢
者医療制度加入の方は市民税の課税
状況により異なります。

・課税世帯600円
・非課税世帯の場合は0円
＊石狩市国民健康保険及び、後期高齢者
医療制度加入以外の方はご加入の各
健康保険等へお問い合わせください。

40歳～74歳の
石狩市国民健康保険被保険者
対象の方には5月中旬に「受診券」を送付します。

後期高齢者医療制度の加入者

対象の方には5月中旬に「受診券」を送付します。

乳がん検診
＊2年度に1回

検診種類 検査内容等

胃がん検診 40歳以上胃バリウム検査

69歳以下 70歳以上

肺がん検診 40歳以上胸部レントゲン検査
（呼吸器科専門医2人が確認） 300円 200円

大腸がん検診 40歳以上便潜血検査（2日分） 700円 300円

子宮頸がん検診
＊２年度に１回

子宮頸部細胞診 1,500円 500円

市の検診対象者（受診時年齢）

結核検診 65歳以上胸部レントゲン検査 無　料

500円

妊婦……無料
歯周病検診

今年度から委託歯科医療機関での個別検診となります。
対象の方には5月下旬に個別案内を郵送します。
対象：平成28年4月1日時点の年齢が40・50・60・70歳の方、および妊婦
実施期間：平成28年6月1日～

2,100 円 1,000円
委託(個別)医療機関委託(個別)医療機関委託(個別)医療機関

1,500円 500円
集団・対がん協会・集団・対がん協会・複十字総合健診センター十字総合健診センター集団・対がん協会・複十字総合健診センター

平
成
27
年
度
に

受
診
し
て
い
な
い
方

肝炎ウイルス検診
B型・C型

血液検査
Ｂ型130円
Ｃ型570円
両方700円

過去にB型及びC型肝炎ウイルス
検査を受けたことのない40歳以
上の方

骨粗しょう症検診 超音波検査又は
レントゲン検査 500円20・25・30・35・40・45・50・

55・60・65・70歳の女性

視触診
＋

マンモグラフィ検査２方向
1,700円

視触診
＋

マンモグラフィ検査１方向
1,500円 800円

300円

20歳以上の女性

40～49歳の女性

50歳以上の女性

※65歳以上の方は、肺がん検診か結核検診を選ぶことができます。（2つ同時は受けられません）

各無料クーポン券対象者について各無料クーポン券対象者について各無料クーポン券対象者について
下記の対象者に5月下旬までに該当の無料クーポン券を送ります。内容を確認の上、ご利用ください。

対象となる検診

胃がん・肺がん・大腸がん・乳がん検診

子宮頸がん検診

肝炎ウィルス検診

年齢（平成28年4月1日時点の年齢）

40歳《昭和50年4月2日～昭和51年4月1日》

20歳《平成7年4月2日～平成8年4月1日》

40歳以上から5歳刻みの年齢の方（過去に受けていない方のみ）

平成28年度
保 存 版

成人検診成人検診

『おとな『おとなのけんしん』けんしん』ガイドガイド石狩市石狩市

成人検診

『おとなのけんしん』ガイド石狩市



バス送迎・集団検診の
申込〆切は各日程の

10日前まで！先着順です
（厚田・浜益区　　　
　　　実施分は除く）

対がん協会への対がん協会への

バス送迎バス送迎
検　診検　診

対がん協会への

バス送迎
検　診

市内で受ける市内で受ける
集　団　検　診集　団　検　診
市内で受ける

集　団　検　診
市のがん検診や
健康診査等を

全て一日で済ませたい方に
おすすめ！

また、オプション（実費）
となる検査も

同時実施できます。
（要相談）

バスに乗って札幌にある対がん協会まで
行く検診です。朝会館等に集合し、お昼頃
集合場所に戻ってきます。
＜受けられる項目＞
胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん
乳がん検診・肝炎ウイルス検診
骨粗しょう症検診、39 健診、特定健診
後期高齢者健診

バス送迎検診・集団検診の申込み先
●下記の担当窓口で申し込みます。検診日程によって受付開
始日が違いますのでご注意ください。
　受付時間：平日８：４５～１７：１５
※厚田区・浜益区実施分については、検診時期が近くなりまし
たら地区回覧等でご案内いたします。

保健福祉部 保健推進課
電話：0133-72-3124

花川北 6 条1丁目 41-1  総合保健福祉センター「りんくる」内

厚田区実施分については…
厚田支所市民福祉課
電話：0133-78-1033

厚田区厚田 45-5　厚田保健センター内

浜益区実施分については…
浜益支所市民福祉課
電話：0133-79-2112
浜益区 2-3　浜益支所内

受診の方法は
バス送迎検診・集団検診・個別検診

の3種類があります！
それぞれ申し込み方法が違います。

お近くの市内の会場で
約半日で検診を

受けることができます『けんしん』『けんしん』
　の受け方受け方
『けんしん』
　の受け方

4月7日
（木）～

4月7日
（木）～

8月9日
（火）～ 8月9日

（火）～

12月13日
（火）～ 12月13日

（火）～

厚田区
実施分

浜益区
実施分

厚田区
実施分

浜益区
実施分

5月17日
（火）～

5月17日
（火）～

受付開始
月　日 日　程 集合場所

受付開始
月　日

日　程 会　場 胃 肺 大
子
宮
頸
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8月4日（木）

2月13日（月）

3月3日（金）

9月13日（火）

12月9日（金）

5月26日（木） 花川南第1会館・ひまわり会館

5月27日（金） 白樺会館・花川南第2会館

5月30日（月） 親船会館・りんくる

6月2日（木） 花川北コミセン

6月3日（金） 花川南コミセン・南1条会館

8月25日（木） りんくる・緑苑台グリーン会館

9月27日（火） 花川南第1会館・花川中央会館

10月1日（土） 花川南会館・りんくる

12月2日（金） 高岡ふれあい研修センター
八幡コミセン・りんくる

10月28日（金） パストラル会館・紅葉山会館

1月27日（金） りんくる・ニューあかしや会館

2月4日（土） 花川北コミセン・ひまわり会館

3月4日（土）

厚田保健センター

厚田保健センター

浜益地区

浜益地区

浜益地区

△

11月20日（日） 南3条会館

7月24日（日） 南3条会館

8月3日（水） 八幡コミセン

6月8日（水） 花川南会館

△

△

6月18日（土） りんくる

△ 6月24日（金） りんくる

7月2日（土） りんくる

△ 7月9日（土） りんくる

8月23日（火） 花川南コミセン

△ 9月9日（金） りんくる

9月24日（土） りんくる

10月16日（日） 花川南第2会館

11月5日（土） りんくる

11月26日（土） りんくる

2月18日（土） りんくる

3月12日（日） りんくる

△ 7月4日（月） 厚田保健センター

△ 7月26日（火） 聚富会館

△ 7月27日（水） みなくる（望来コミセン）

△ 7月28日（木） 厚田保健センター

△ 3月5日（日） 浜益コミセン

△ 11月3日（木） 浜益コミセン

胃……胃がん検診

乳……乳がん検診

３９…３９（サンキュウ）健康診査

大……大腸がん検診

骨粗…骨粗しょう症検診

特定…特定健康診査

子宮頸…子宮頸がん検診

肝炎…肝炎ウイルス検診

後期……後期高齢者健康診査

肺……肺がん検診

結核…結核検診
略称
説明

花川北6条1丁目41番地1

花川北2条2丁目202番地5

花川北2条5丁目62番地

花川北3条2丁目198番地1

花川南1条2丁目182番地

花川南1条4丁目156番地1

花川南1条6丁目34番地

花川南3条4丁目131番地

花川南5条3丁目109番地2

花川南6条1丁目4番地

花川南6条5丁目27番地2

花川南8条1丁目3番地5

花川南10条3丁目17番地1

樽川6条2丁目601番地

緑苑台東2条1丁目130番地

親船町60番地7

八幡2丁目332番地12

八幡町高岡28-5

厚田区厚田45-5

厚田区望来27番地7 

厚田区聚富126番地11 

浜益区浜益630番地1 

りんくる
紅葉山会館
白樺会館
花川北コミセン
南1条会館
花川中央会館
ニューあかしや会館
南3条会館
ひまわり会館
花川南会館
花川南コミセン
花川南第1会館
花川南第2会館
パストラル会館
緑苑台グリーン会館
親船会館
八幡コミセン
高岡ふれあい研修センター
厚田保健センター
みなくる（望来コミセン）
聚富会館 
浜益コミセン 

（ウラ）
△印＝北海道対がん協会、他の日程＝複十字総合健診センターが実施　●印が受診できる検診です

受けられる内容は以下の表でお確かめください。

6月25日（土） りんくる

10月15日（土） りんくる

12月11日（日） りんくる

2月26日（日） りんくる

△

12月7日（水） りんくる レディース検診
（女性限定  託児付）

レディース検診
（女性限定  託児付）

りんくる・親船会館
花川南コミセン



個別検診個別検診個別検診
ご希望の委託機関に直接お申込みください。ください。

皆さんのご都合に合わせて
外来等の開設時間で
受けることができます。
また、医療設備が

整っているので安心です。

委託検診機関

4/1～平成 29年 3/31 受診券到着～
平成29年3/31

胃 肺 大腸 子宮頸 乳 肝炎 骨粗 特定 後期

石狩病院 花川北3-3-13 74-7575（検診専用）
茨戸病院 花川東128-14 74-3011

鎌田内科クリニック 花川北2-5-60 74-7121
福島医院 花川北2-2-202 74-3221

立石クリニック 花川北6-2-150 72-4711

石狩すずらん内科 花川南7-1-3 73-7776
みき内科クリニック 花川南7-3-42 75-2525

はまなす医院 花畔4-1-141 64-6622

青木クリニック 花川南1-6-165 76-6250

エナレディースクリニック 花川南9-1-86 72-8688
あつた中央クリニック 厚田区別狩17 78-2116
浜益国民健康保険診療所 浜益区浜益321 79-3221

花川病院 花川南7-5-2 73-5311

いしかり脳神経外科クリニック 花川北6-1-19 71-2333

北海道対がん協会・札幌がん検診センター
札幌市東区北26東14-1-15 （011）748-5522（予約専用）
札幌複十字総合健診センター
札幌市北区北８西３札幌エルプラザ5階 （011）252-5266（予約）

麻生外科（麻生乳腺・甲状腺）クリニック
札幌市北区北38西8-2-3 （011）709-3700

手稲あけぼのレディースクリニック
札幌市手稲区曙6-2-2-10 （011）695-4103

朋佑会札幌産科婦人科
札幌市北区屯田6-2-11-1  （011）774-0303

北海道健康管理センター
札幌市中央区北2西1-1マルイト札幌ビル5F（011）200-4811

勤医協中央病院
札幌市東区東苗穂5-1-9-1 （011）782-9124（予約）

勤医協札幌北区ぽぷらクリニック
札幌市北区新琴似10-2-1 （011）762-8811

札幌東徳洲会病院
札幌市東区北33条東14丁目3-1 （011）722-1120（予約）

手稲渓仁会病院
札幌市手稲区前田1-12-1-40 （011）685-2990

ク

ク …無料クーポン券対象者のみ受診可能

（平成 28 年 4月1日時点）
●が受診できる検診です

委託機関一覧

石狩幸惺会病院
花川北7-2-22
メディック北札幌
札幌市北区屯田7-3-10-15
勤医協札幌西区ひだまりクリニック
札幌市西区西町北19-1-3
勤医協伏古10条クリニック
札幌市東区伏古10-3-2-8

勤医協札幌病院
札幌市白石区菊水4-1-9-2271-2855

（011）775-5000

（011）671-5115

（011）786-5588

（健診管理部）
（011）820-1254

勤医協札幌クリニック
札幌市中央区南1西10-6-5タイムスビル5F
勤医協平和通りクリニック
札幌市白石区平和通7南5-1
渓仁会手稲家庭医療クリニック
札幌市手稲区前田2-10-1-10

（011）221-3415

（011）864-0912

（011）685-3920

特定健診・後期高齢者健診のみ受けられるところ
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