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チャレンジ健康

どの会場でも受けられます

健診会場で
マイナンバーカードを作れます。

詳しくは10ページ

１年に一度　自分の健康チェック１年に一度　自分の健康チェック

⑤その他の方（協会けんぽなど）

　加入している健康保険から送られる受診券と健
康保険証を持参すると受診できます。ただし、加
入している健康保険と町立松前病院との契約によ
り受診できないことがあります。

健診を受けましょう健診を受けましょう－集団健診－－集団健診－

問 町民課 国保医療給付係
　☎４２-２６３３

保健福祉課 健康推進係
　☎４２-２６50

月　日 会　場 受付時間 送迎バス 
運行地区

６月14日(火)
茂草町内会館 �8�：30 ～ 10：30 静浦、林

小島地区基幹集落センター 13：00 ～ 15：00 ―

６月15日(水)
館浜体験交流センター �8�：30 ～ 10：30 ―

札前生活改善センター 13：00 ～ 15：00 ―

６月16日(木)
交流の里づくり館 �8�：30 ～ 10：30 ―

パートナーシップランド 13：00 ～ 15：00 ―

６月17日(金)
パートナーシップランド �8�：30 ～ 10：30 ―

清部生活改善センター 13：00 ～ 15：00 ―

６月28日(火) 町民総合センター
�8�：30 ～ 10：30 建石～松城

13：00 ～ 15：00 豊岡～大沢

６月29日(水) 町民総合センター
�8�：30 ～ 10：30 豊岡～大沢

13：00 ～ 15：00 建石～松城

６月30日(木)
ふれあい交流センター �8�：30 ～ 10：30 ―

漁民センター 13：00 ～ 15：00 ―

７月１日(金)
朝日寿の家 �8�：30 ～ 10：30 ―

白神寿の家 13：00 ～ 15：00 荒谷～白神

　　　健診内容

　身体測定、尿検査、血圧測定、血液検査、
　医師の診察・問診

　　　対象者区分と受診方法

①松前町の国保（40～74歳）の方
②後期高齢者医療保険の方
③20～39歳の方※

④40歳以上の生活保護世帯の方※

　対象の方には、受診券と問診票を郵送していま
すので、当日健診会場にお持ちください。
※③、④のさくら商品券は、初めて健診を受ける方のみ

　　　日程と会場

送迎バスの時刻表は、受診券に同封してあります。

料金は
受診券を確認

健康ポイント 2ポイント

送迎バスも運行

料金は無料
＋

さくら商品券
もらえる！

開始１時間後がすいてるよ
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　　　集団健診で同時に受診できる検診・検査

チャレンジ健康

月　日 会　場 定　員 申込番号 申込先

６月14日(火) 茂草町内会館

各日10人

① 7：00 ～ 7：15

② 7：15 ～ 7：30

③ 7：30 ～ 7：45

④ 7：45 ～ 8：00

保健福祉課　

健康推進係

☎42-2650

６月15日(水) 館浜体験交流センター

６月16日(木) 交流の里づくり館

６月17日(金) パートナーシップランド

６月28日(火) 町民総合センター

６月29日(水) 町民総合センター

６月30日(木) ふれあい交流センター

７月１日(金) 朝日寿の家

検診・検査名 対象者 検査内容 料金

胃がん検診（予約制★）
40歳以上 バリウム検査

70歳未満　1,500円

70歳以上　 700円

肺がん検診
40歳以上

胸部Ｘ線撮影 無料

喀痰検査（希望者） 800円

大腸がん検診
40歳以上

採便検査
無料

（便潜血検査）

ピロリ菌検査
20歳以上 尿検査 無料

肝炎ウイルス検診※ ①昭和57年生まれ（40歳）
血液検査 無料

②昭和56年以前生まれで未受診

エキノコックス症検査※ 19歳以上（５年に一度） 血液検査 無料

※肝炎ウイルス検診とエキノコックス症検査は、
　今回の集団健診でのみ受診できます。

　ほかの検診・検査は、それぞれ単独でも受診で
きます。詳しくは「保健だより」をご覧ください。

★胃がん検診は予約制です。
　受診日の前日までに申し込んでください。
　健診当日の受付時間は、全会場同じです。

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント

健康ポイント 2ポイント

予約の際、①～④の
申込番号を

お伝えください。
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チャレンジ健康

40歳を過ぎたら、毎年受診しましょう！40歳を過ぎたら、毎年受診しましょう！

あなたのチカラを必要としている人がいます。あなたのチカラを必要としている人がいます。

問 保健福祉課 健康推進係
 ☎４２-２６50

問 保健福祉課 健康推進係
 ☎４２-２６50

　大腸がんは、進行するまで自覚症状がほとんど
ないので、定期的な検診がとても大切です。
　早期発見・治療のために１年に一度は大腸がん
検診を受診しましょう。

　　　大腸がん検診受診の流れ

　北海道赤十字血液センターの移動献血車「ひ
まわり号」で献血を行いますので、ご協力をお
願いします。

健康ポイント 2ポイント

大腸がん検診は簡単・無料です大腸がん検診は簡単・無料です

献血にご協力ください！献血にご協力ください！

早期であれば完治する
可能性が高いよ！

200mlと400ml献血があるから、
問診時に申し出てね☆

特定健診との同時実施
６月と７月に行われる特定健診の会場で、検査容器の『①受け取り』と『③提出』ができます。
特定健診の日程と会場は、６ページでご確認ください。（どこの会場でも受診可能です）

受取場所   
○特定健診会場
○町立松前病院
○役場・各支所

①
検査容器を
受け取る

提出場所   
○特定健診会場
○町立松前病院
○役場・各支所

③
検査容器を
提出

簡単！ 無料！ 受けて安心！

②
便を採取

（２日分）

検査結果は
自宅へ郵送
します。

■献血できる人
▽年齢　16歳～69歳
　（65歳以上は60歳代に献血経験のある方）
▽体重　男性45㎏、女性40㎏以上
▽最高血圧　90mmHg以上

■献血できない人
▽輸血を受けたことのある方
▽ 妊娠中または出産・流産後６カ月を経過していな
い方

▽授乳中の方

月　日 場　所 受付時間

6月29日
(水)

パートナーシップランド �9�：00～10：30

役場横 12：00～16：50

6月30日
(木)

海上自衛隊前 �8�：30～11：00

町立松前病院 12：30～13：30

役場横 14：00～16：00


