
集団健（検）診日程表 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自治会ごとに時間を指定しています。 

混雑をさけるため、対象の自治会の方に、指定の時間から整理券を配付しますが、

整理券は対象となる自治会の方以外には配付できませんので、早めに来場された場

合、配付時間まで会場の外でお待ちいただくことになります。 

感染を防ぐため、みなさんのご理解とご協力をお願いします。 
 

期日 会場 
検（健）診時間 

８：0０～９：0０ ９：0０～１０：0０ １０：0０～１１：0０ １１：0０～１１：3０ 

７月１４日（木） 潮南出張所 篠原 中 十日神楽 本郷 峰 

どなたでも 
受診できます 

指定の日時に 

都合の悪い方は

この時間に 

受診してください。 

７月１５日（金） 福地出張所 第一 第四 第五 第六 第二 第三 

９月 ５日（月） 

久田見出張所 

中盛西 後ロ 入野 下田 

９月 ６日（火） 八幡 小洞 楪 野黒 大平 嵩 

９月 ７日（水） 西山 松坂 薄野 中盛東 小草 中盛東 

９月１４日（水） 錦津コミュニティ 
センター 
（きらり） 

伊・中組 伊・中組 伊・中組 

９月１５日（木） 石畑 石畑 塩口 塩口 

９月１６日（金） 中野 丸根 中野 中野 

９月２６日（月） 

和知出張所 

中山 桂 中山 上牧野 上牧野 旭 

９月２７日（火） 栄組 上飯田 洞 

９月２８日（水） 山口 大門西 野上下 野上上 
逆巻 野上北  

野上南 
９月２９日（木） 前野 谷 和・中組 

１０月 ３日（月） 

ファミリー 
センター 

八幡 菅原 
杣沢 口杣沢  
丸山 諸田 

油皆洞 鯉居  
鯉居東 

１０月 ４日（火）  味屋 北山 須賀 白橋 須賀 赤薙 

１０月 ５日（水） 
錦織西 

錦織団地 
竹井 木野 

錦織東 コーポやおつ 
コーポささゆり 

１０月 ６日（木） 本町 玉井 下石原 上石原 宮嶋 

１０月 ７日（金） 大宮 港町 旭町 栄町 

１０月 ８日（土） 
ファミリー 
センター 

指定の日時に都合の悪い方は、 
上記１１：００～１１：３０の時間帯またはこの３日間で 

受診してください 
１０月 ９日（日） 
１月１４日（土） 

 

１１：００～１１：３０の時間帯をぜひご利用方法ください 

各自治会指定日の１１：００～１１：３０を、どの自治体の方でも受診できる時間帯として、 

新たに設定しました。例年、１０月の土曜日は大変混み合ってしまうため、 

この時間帯を利用し、混雑の緩和にご協力ください。 

※対象の自治会以外の方には、１１：００～１１：３０に受診できる整理券を 

お渡しします。 

新 

新 



健（検）診のご案内 
 

令和４年度も、７月から集団健（検）診が始まります。 

健（検）診の種類 

●国保３０＇ｓ健診   ●国保特定健診    ●ぎふ・すこやか健診 

●大腸がん検診   ●胃がん検診      ●肺がん検診 

●前立腺がん検診 ●肝炎ウイルス検診  

受診対象者 
・受診日当日、八百津町に住民登録がある方 

・それぞれの健（検）診の対象者に該当する方 

受

診

方

法 

 

集団健（検）診 
自治会ごとに指定された日時、会場で受けられます。別面の日程表を参照

してください。都合が悪い方は１１：００～１１：３０の時間帯に受診できます。 

施設健診 

国保特定健診、ぎふ・すこやか健診は医療機関で受けられます。 

受診期間：令和４年８月１日から令和５年２月２８日 

受診場所：町内医療機関または加茂郡・美濃加茂市の 

指定医療機関 

※ご自身で医療機関に予約してから受診してください。 

 

国保３０’ｓ健診 国保特定健診 ぎふ・すこやか健診 

対象者 
国民健康保険に加入し

ている３０～３９歳の方 
対象者 

国民健康保険に加入し

ている４０～７４歳の方 
対象者 

後期高齢者医療保険に 

加入している方 

自己 
負担金 

５００円 
自己 

負担金 ５００円 
自己 

負担金 
４２０円 

（施設健診は５００円） 

持ち物 受診票、保険証、受診料金 

検査内容 尿検査、身体計測、血液検査、診察 

注意事項 前日午後８時以降は飲食をしないでください。 

その他 

・４０歳以上の方は、オプションで心電図検査と眼底検査が受けられます。  

（自己負担金 各５００円） 

・健診当日に社会保険等に加入している方は受診できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

比べてみよう 健（検）診費用 
 

 病院での受診費用 町の健（検）診の自己負担金 
 

特定健診 
 

約１０，０００円    
 

５００円 
 

がん検診 
 

各３，０００円～１０，０００円 
 

各５００円 
胃がん検診のみ１,０００円 

 

※さらに、がん検診の対象年齢の方は無料で受診できます！ 

※病院で特定健診を受診した場合（施設健診）も、自己負担金は 500 円となります。 

要予約 

こんなに 

お得！！ 



大腸がん検診 【注意事項】 

・２日間別の日の便を採取し、涼しい場所に保管してください。 

・１本目を採取した日から３日以内に提出してください。 

・女性は生理日を避けて採取してください。 

対象者 ４０歳以上の方 

自己負担金 ５００円 

検査方法 便潜血反応（検便） 
 

胃がん検診 【注意事項】 

○胃・大腸の病気や便秘症の方はバリウムが腸内にたまり、 

腸閉そくや腸穿孔を引き起こす恐れがあるため、受診を 

ご遠慮ください。 

○検診当日の血圧が高い方は受診できない場合があります。 

○内服治療中の方は、主治医確認のうえ受診してください。 

対象者 ４０歳以上の方 

自己負担金 
１，０００円 

（今年度中に５０・５４・５８・６２歳 

になる方は無料） 

検査方法 胃Ｘ線検査（バリウム） 

検査前日 
○アルコール類は控えてください。 

○夕食は消化のよいものをとり、午後８時以降は飲食をしないでください。 

検査当日 

○受診２時間前までコップ１杯程度の水を飲んでもかまいませんが、たばことガムは厳禁です。 

○検査終了後、できるだけすぐにコップ２杯以上の水を飲み、適宜緩下剤を服用してください。 

２４時間以上白い便が出ない、または腹痛がある場合、速やかに医療機関にご相談ください。 

 

 

 
２人に１人はがんにかかります 

→ → ！ 
日本は、２人に１人はがんにかかり、死因の３割はがんとい

う、「がん大国」です。 

しかし、定期的に検診を受け、早期に発見できれば、再発・

転移のリスク、死亡率が低くなり、治癒率もアップします。さら

に、自分に合った治療法や病院を選ぶチャンスが増え、こころ

とからだ、そして家計に与えるダメージも軽減できます。 

１年に１回、きちんとがん検診を受けましょう！ 

※すでに気になる症状がある場合は、検診を待たず、早めに

医療機関を受診しましょう。 

肺がん検診 【注意事項】 

・今年度、結核健診を受けた方は受診できません。 

・喀痰検査は、５０歳以上の喫煙者が対象です。 
対象者 ４０歳以上の方 

自己負担金 各５００円 

検査方法 Ｘ線検査、喀痰検査（該当者） 

前立腺がん検診 
対象者 ５０歳以上の男性 

自己負担金 ５００円 

検査方法 血液検査 

肝炎ウイルス検診 

対象者 

今年度４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳 

になる方で、これまでに肝炎ウイルス 

検査を受けたことがない方 

自己負担金 無料 

検査方法 血液検査 

がんによる死亡数が多い部位 
（２０２０年） 

 男性 女性 

１位 肺 大腸 

２位 胃 肺 

３位 大腸 すい臓 

４位 すい臓 乳房 

５位 肝臓 胃 
出典：国立がん研究センター がん情報サービス 



 重要 集団健（検）診の受診方法 

 

～新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください～ 
 

受診のながれ 

 

 

 
 

○人数制限した上で実施します。指定の時間までは、会場に入れません。また、混雑

状況によって、一時帰宅または車中で待機していただく場合があります。 

〇混雑緩和のため、１１：００～１１：３０の時間帯を、ぜひご利用ください。 
 

健（検）診を受ける方へ… 
 

○受診当日は自宅で体温を測定し、発熱や風邪症状がある場合は、受診を控えてください。 

○必ずマスクを着用し、手洗い・手指消毒・咳エチケットなど感染予防にご協力ください。 

○ご自身の体調や外出することが不安な場合は、受診する時期をご検討ください。 

○会場では、定期的に換気・消毒を行います。 

○スリッパは利用できません。必要な方はうわばきをご持参ください。 

○靴袋をご持参ください。（錦津コミュニティセンター、ファミリーセンターでは不要） 

○問診票は自宅で記入してきてください。 
 

健（検）診を受けた後は… 
 

○健（検）診を受診した後、ご本人に健（検）診結果が届きます。 

○健（検）診結果は町にも届き、特定保健指導など、みなさまの健康づくりに役立てられます。

あらかじめご了承ください。 

○がん検診の結果が『要精密検査』となった場合は、必ず精密検査を受診してください。精

密検査の結果も、町に報告されます。同意のもとで受診していただくよう、お願いします。 
  ※検診で必ずがんを見つけられるわけではありません（偽陰性）。また、がんがなくても健診結

果が陽性となる場合があります（偽陽性）。 

お問い合わせ先  八百津町役場 ☎４３－２１１１ 

○健康福祉課 健康増進係（内線２５６１・２５６２・２５６９） 

○町民課 保険年金係（内線２１１４・２１１５・２１１６） 

指定の時間に来場し

整理券を受け取る
受付 受診


