
令和３年度版

仙北市 健診ガイド仙北市 健診ガイド

重要なお知らせがあります。重要なお知らせがあります。
詳しくは、２ページをご確認ください。詳しくは、２ページをご確認ください。

【問い合わせ先】
●特定健診、がん検診、大腸がん検診研究事業等に 

関すること 保　健　課 ４３－２２５２

●仙北市国保、後期高齢者医療保険、国保人間ドック等に 
関すること 市民生活課 ４３－３３１６

●その他の医療保険に関すること 各医療保険者にお問い合わせください。

仙北市　保健課

年１回は、健（検）診で
健康確認をしましょう



◆令和３年度　健(検)診対象年齢早見表　※年齢は令和４年４月１日現在です
生年月日・該当年齢で、ご自身の受けることのできる健（検）診をご確認ください。�
「○」のついている健（検）診を受けることができます。

生年月日 年齢
健（検）診、検査の種類

特定 
後期高齢者 
一般健診

胃がん 
肺がん 

大腸がん
歯周病 高齢者 

歯科
肝炎 

ウイルス
前立腺 
がん 

(男性)

風しん 
抗体価検査 
（男性）

子宮がん 
(女性)

乳がん 
(女性)

骨粗鬆症 
(女性)

S57.4.2～H14.4.1 20～39 ○
S56.4.2～S57.4.1 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S55.4.2～S56.4.1 41 ○ ○
S54.4.2～S55.4.1 42 ○ ○ ○ ○
S53.4.2～S54.4.1 43 ○ ○ ▲
S52.4.2～S53.4.1 44 ○ ○ ▲ ○ ○
S51.4.2～S52.4.1 45 ○ ○ ○ ▲ ○
S50.4.2～S51.4.1 46 ○ ○ ▲ ○ ○
S49.4.2～S50.4.1 47 ○ ○ ▲
S48.4.2～S49.4.1 48 ○ ○ ▲ ○ ○
S47.4.2～S48.4.1 49 ○ ○ ▲
S46.4.2～S47.4.1 50 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○
S45.4.2～S46.4.1 51 ○ ○ ○ ▲
S44.4.2～S45.4.1 52 ○ ○ ○ ▲ ○ ○
S43.4.2～S44.4.1 53 ○ ○ ○ ▲
S42.4.2～S43.4.1 54 ○ ○ ○ ▲ ○ ○
S41.4.2～S42.4.1 55 ○ ○ ○ ○ ▲ ○
S40.4.2～S41.4.1 56 ○ ○ ○ ▲ ○ ○
S39.4.2～S40.4.1 57 ○ ○ ○ ▲
S38.4.2～S39.4.1 58 ○ ○ ○ ▲ ○ ○
S37.4.2～S38.4.1 59 ○ ○ ○ ▲
S36.4.2～S37.4.1 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S35.4.2～S36.4.1 61 ○ ○ ○
S34.4.2～S35.4.1 62 ○ ○ ○ ○ ○
S33.4.2～S34.4.1 63 ○ ○ ○
S32.4.2～S33.4.1 64 ○ ○ ○ ○ ○
S31.4.2～S32.4.1 65 ○ ○ ○ ○ ○
S30.4.2～S31.4.1 66 ○ ○ ○ ○ ○
S29.4.2～S30.4.1 67 ○ ○ ○
S28.4.2～S29.4.1 68 ○ ○ ○ ○ ○
S27.4.2～S28.4.1 69 ○ ○ ○
S26.4.2～S27.4.1 70 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
S25.4.2～S26.4.1 71 ○ ○ ○
S24.4.2～S25.4.1 72 ○ ○ ○ ○ ○
S23.4.2～S24.4.1 73 ○ ○ ○
S22.4.2～S23.4.1 74 ○ ○ ○ ○ ○
S21.4.2～S22.4.1 75 ○ ○ ○ ○
S21.4.1以前に生まれた方 76以上 ○ ○ ○ ○ 偶数年齢 偶数年齢
※後期高齢者健診、高齢者歯科口腔健診は「健診受診日の年齢」となります。
※▲風疹抗体価検査について、詳しくは５ページをご確認ください。
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★今年度の健（検）診についての重要なお知らせ
１．新型コロナウイルス感染症対策について
【受診を控えてほしい方】
　①発熱、せき、鼻水、においや味がしないといった症状のある方
　②感染者または濃厚接触者との接触があった方
　③流行地域への訪問があった方
　※受診日の２週間以内について確認をお願いします。

【健（検）診会場へ入る前のお願い】
　①マスクの着用
　②非接触型体温計による検温の実施
　③手指のアルコール消毒の実施

２．集団健（検）診について
特定健診、後期高齢者健診、一般健診、大腸がん検診、肺がん等検診、
前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、風疹抗体価検査

　①�新型コロナウイルス感染症対策で密集を避けるため、地区ごとに受付時間を決めております。
地区の割り当ての日時にお越しください。

　②会場が変更になっているところがあります。
　※詳しくは、10ページ以降で確認してください。

３．がん検診等について
　①胃がん検診のすべての日程で、大腸がん検診を受けることができます。
　②�胃がん検診は、地区ごとの日程を確認してお越しください。10ページ以降で確認してくださ
い。

　③�角館地区の胃がん検診の会場は、健康管理センター（角館）になりました。11ページをご確
認ください。

　④�肺がん等検診、胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診の料金に変更があります。
　　４ページ以降で確認してください。

４．総合健診について
　①申し込みが必要です。15ページをご確認ください。
　②申し込みの際、希望の受付時間をお伝えください。

５．歯周病検診、高齢者歯科口腔健診について
　①�受診の際には、「令和３年度　各種健（検）診受診券」が必要です。忘れずに協力歯科医療
機関へお持ちください。８ページをご確認ください。
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◆健診の種類・内容・料金・注意事項のお知らせ
〇対象者・料金
　下記のとおり
〇尿検査
　朝一番の尿を採尿し、お持ちください。
　容器がない場合は、保健課、各市民センター、出張所にあります。
〇持ち物
　・健康保険証等　・「令和３年度　各種健（検）診受診券」

１．特定健診（集団健診・医療機関健診）【対象者】40～74歳の仙北市国民健康保険者 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【料金（持ち物）】無料（保険証）

【健診内容】　�身体計測、腹囲測定、血圧測定、尿検査、血液検査、�
医師の判断による検査（心電図検査、眼底検査、貧血検査）

　〇今年度40～49歳の方は、心電図の検査が受けられます。（集団健診のみ）
【受診方法】
　①�集団健診、②医療機関健診、③国保人間ドック（費用の一部、上限21,000円を助成しま
す。）のいずれか一つが受診できます。

　　※医療機関健診については、９ページをご確認ください。
　　※国保人間ドックについては、市民生活課（４３－３３１６）にお問い合わせください。
　　※�定期的に受診をされている方は、医療機関で健診を受けられることもありますのでかかり

つけの医師にご相談ください。
【注意事項】
　①�健康保険者証が社会保険等から仙北市国保に切り替わった方は、受診券を発行しますので、
保健課までご連絡ください。

　②�健康保険者証が仙北市国保から社会保険に変わった方は、仙北市の特定健診は受診できませ
んので、保険者にご確認ください。

２．後期高齢者健診（集団健診・医療機関健診）【対象者】健診受診日に75歳以上の方 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　65～74歳の後期高齢者医療保険被保険者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【料金（持ち物）】無料（保険証）

【健診内容】　�身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査�
医師の判断による検査（心電図検査、眼底検査、貧血検査）

【受診方法】
　①�集団健診、②医療機関健診、③後期高齢者人間ドック（費用の一部、上限21,000円を助成�
します。）のいずれか一つが受診できます。

　　※医療機関健診については、９ページをご確認ください。
　　※後期高齢者人間ドックについては、市民生活課（４３－３３１６）にお問い合わせください。

３．一般健診　　　　　　　　　　　　　　【対象者】40歳以上の生活保護受給者 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【料金（持ち物）】無料（緊急時医療依頼書）

【健診内容】　�身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査�
医師の判断による検査（心電図検査、眼底検査、貧血検査）

４．仙北市国保以外の方の特定健診について（集団健診）
〇�仙北市国保以外の方で、市の健診会場で特定健診を希望する方は、ご加入の医療保険者に受診
可能かをご確認ください。
〇受診の際には、「特定健診受診券」「健康保険証」を忘れずにお持ちください。
〇料金は、ご加入の医療保険者からの通知等をご確認ください。
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◆検診の種類・内容・料金・注意事項のお知らせ
〇�がん等の診断を受け、治療中または経過観察中の方、自覚症状のある方は、医療機関で受診し
てください。
〇�上記以外の方でも、検診当日の問診状況により、検診を受けられない場合や安全のために医療
機関での受診をお勧めすることがあります。

１．肺がん等検診【対象者】40歳以上の方

【検診内容】
　①集団検診（胸部エックス線検査）
　②市立角館総合病院（ＣＴ検査）
【注意事項】
　①65歳以上の方は、結核検診も同時に実施します。
　②受診できるのは、集団検診か市立角館総合病院かどちらか一つです。
　③�呼吸器疾患により治療中または経過観察中の方、妊娠中の方、または妊娠の可能性のある方
は医療機関にご相談ください。

２．大腸がん検診【対象者】40歳以上の方
【検診内容】　便潜血検査（事前に採便容器に２日分採便してください）
【注意事項】
　①２日分の採便ができない場合は検診を受けることができません。
　②�採便容器は、保健課、各市民センター、出張所でも配布しています。郵送希望の方は保健課
までご連絡ください。

　③大腸がん「単独検診」の日程は、７ページをご確認ください。

３．大腸がん検診の研究（比較試験）について

４．前立腺がん検診　【対象者】50歳以上の男性
【検診内容】　採血検査（ＰＳＡ検査）
【注意事項】　治療中の方は、かかりつけの医師にご相談ください。

５．肝炎ウイルス検診　【対象者】①40・45・50・55・60・65・70歳 
　　　　　　　　　　　　　　　　②41～69歳の過去に受診歴のない方

【検診内容】　採血検査（ＨＢｓ、ＨＣＶ抗原検査）
【注意事項】
　〇過去に検査を受けた結果により、治療中または
　　経過観察中の方は、医療機関にご相談ください。

平成21年度から「大腸がん検診の研究（比較試験）」を実施しています。
研究参加者の方は、「健康アンケート」の提出と便潜血検査（２日分の便
検査）に今年度もご協力をお願いします。

検診料金
集団検診 500円
市立角館総合病院検診 2,000円

検診料金
①の方 無  料
②の方 700円

比較試験に参加されている方 無  料

検診料金 500円

検診料金 500円
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６．胃がん検診【対象者】40歳以上の方
【健診内容】　問診、検診車でのバリウム使用の胃部エックス線検査
【注意事項】
　①検査前日の午後９時から検査終了後まで、飲食（水も不可）・
　　タバコ・服薬は避けてください。
　②早朝に胃がん検査を受診された方は、同日に「肺がん等検診」を
　　受けることができません。
　③�飲食時にむせやすい方、以前バリウムを飲んで具合が悪くなったり、アレルギー症状が出た
ことがある方、のどの病気や手術をしたことがある方、体重が130Kg以上ある方、妊娠中の
方または、妊娠の可能性がある方は、医療機関にご相談ください。

７．子宮がん検診

対象者 20～40歳 42歳以上の偶数年齢

検診会場
①市立角館総合病院
②検診車（集団検診）
③市外協力医療機関

①市立角館総合病院
②検診車（集団検診）

検診料金
①1,300円
②1,500円
③1,800円

①1,300円
②1,500円

【検診内容】　問診、細胞検査、超音波検査
【注意事項】
　①生理期間以外での受診をおすすめします。
　②�集団検診を受診される方は、スカートの着用または、�
バスタオルをご持参ください。

８．乳がん検診 【対象者】40歳以上の偶数年齢の女性のみ

対象者 40～48歳の偶数年齢 50歳以上の偶数年齢

検診会場 ①市立角館総合病院
②検診車（集団検診）

①市立角館総合病院
②検診車（集団検診）

検診料金 ①1,000円
②1,300円

①1,000円
②1,300円

【検診内容】　マンモグラフィ検査
【注意事項】
　①ペースメーカーを装着している方、豊胸手術をした方、授乳中の方、妊娠している方
　　または、妊娠の可能性のある方は医療機関にご相談ください。
　②集団検診を受診される方は、バスタオルをご持参ください。

９．骨粗しょう症検診 【対象者】40・45・50・55・ 
　　　　　　　　　　　　　　　 60・65・70歳の女性のみ

【検診内容】　問診、骨密度検査（エックス線による手首の骨密度を測定します）
【注意事項】　問診表の記入がありますので、眼鏡が必要な方はご持参ください。

10．風疹抗体価検査
【検査内容】　採血検査
【対　象　者】　昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性で、クーポン券未使用の方
　〇クーポン券の有効期限が令和４年２月に延長されました。
　〇検査を受ける際は、クーポン券を忘れずにご持参ください。

検診料金 1,500円

検診料金 700円

検診料金 無  料

検診料金が
無料になる年代を
ご確認ください。

検診料金が
無料になる年代を
ご確認ください。

検診料金が
無料になる年代を
ご確認ください。

20〜40歳で、
市立角館総合病院以外の

医療機関で受診される場合は
『統一受診券』と、保険証を必ず

ご持参ください。
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【各種検診料金無料対象者（持ち物）】
　　�仙北市国保（保険証）、後期高齢者医療保険（保険証）、生活保護世帯（緊急時医療�
依頼書）、世帯全員が市民税非課税の方（市・県民税非課税世帯証明）、70歳以上の方

◆令和３年度　がん検診特別無料対象者のお知らせ
　※社会保険加入者の方で、下記の年代の方はがん検診料金が無料になります。

【胃がん検診】
対象生年月日 年齢

昭和45年４月２日～昭和46年４月１日生 51歳
昭和43年４月２日～昭和44年４月１日生 53歳
昭和41年４月２日～昭和42年４月１日生 55歳
昭和39年４月２日～昭和40年４月１日生 57歳
昭和37年４月２日～昭和38年４月１日生 59歳

【子宮がん検診】
対象生年月日 年齢

平成13年４月２日～平成14年４月１日生 20歳
平成02年４月２日～平成03年４月１日生 31歳
平成01年４月２日～平成02年４月１日生 32歳
昭和63年４月２日～平成01年４月１日生 33歳
昭和62年４月２日～昭和63年４月１日生 34歳
昭和61年４月２日～昭和62年４月１日生 35歳

【乳がん検診】
対象生年月日 年齢

昭和56年４月２日～昭和57年４月１日生 40歳
昭和54年４月２日～昭和55年４月１日生 42歳
昭和52年４月２日～昭和53年４月１日生 44歳

☆がん検診を定期的に受けましょう！！☆

　生涯でがんにかかる確率は、男女ともに「２人に１人」と言われています。
　秋田県では、平成27年から胃がんの死亡率が部位別で２位となっており、
男女とも50歳から胃がんを発症する人が増えてきています。
　また、女性では乳がん、子宮がんが上位を占めており、子宮がんは30歳代、
乳がんは40歳代前半の発症が多くなっています。
　そのため、上記対象の方々には、ぜひ検診を受けていただきたく、検診料を
無料としています。
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◆大腸がん検診「単独検診」日程のお知らせ

　秋田県地域がん登録によると、平成27年に秋田県の医療機関でがんと診断された方の
うち、最も多かったのは、大腸がんでした。
　大腸がん検診は、２日分の便を提出していただき、問診の確認をすることで受診でき
る最も簡単な検診です。
　40歳以上の方は、毎年受診することをお勧めします。

会　場 日　程 受付時間
西木総合開発センター 11月14日（日） 午前09時30分～11時30分
田沢湖総合開発センター 11月15日（月） 午前10時00分～12時30分
健康管理センター（角館） 11月16日（火） 午前10時00分～12時30分
就業改善センター（神代） 11月21日（日） 午前09時30分～11時30分
健康管理センター（角館） 11月22日（月） 午前10時00分～12時30分
田沢湖総合開発センター 11月28日（日） 午前09時30分～11時30分
西木総合開発センター 11月29日（月） 午前10時00分～12時30分
健康管理センター（角館） 12月05日（日） 午前09時30分～11時30分

　※�採便容器は、保健課、各市民センター、出張所で配布しております。郵送希望の方は保健課
までご連絡ください。

　※上記日程以外に、胃がん検診、特定健診（集団検診）の会場でも受診できます。
　※詳しくは、10ページからの日程表をご確認ください。

◆市立角館総合病院での検診のお知らせ

【肺がん等検診】【子宮がん検診】【乳がん検診】
　※市立角館総合病院は、３種類の検診を受けることができます。
【受診の方法】
　①電話にて希望の検診名をお伝えください。
　②氏名、生年月日、住所、電話番号、保険種別をお伝えください。
【予約先】
　市立角館総合病院　医事課　健診係　（電話番号）０１８７－５４－２１４５

検診名 予約受付期間 検診期間 受付時間 諸注意 料　金

肺がん等検診
（ＣＴ検査）

5月24日（月）
～

1月13日（木）

11：00
～

16：00

6月10日（木）
～

1月27日（木）

15：00
～

15：15

集団検診のレントゲン検
査と角館総合病院のＣＴ
検査を重複して受診する
ことはできません。

2,000円

子宮がん検診 6月07日（月）
～

1月25日（火）

12：45
～

13：00

待ち時間が長くなること
がありますので、受診日
は余裕をもってお越しく
ださい。

1,300円

乳がん検診 1,000円

　※やむを得ずキャンセルする場合は、必ず病院へ連絡をお願いします。
　※40歳以上の子宮がん、乳がん検診は偶数年齢の方が対象になります。

検診期間終了前は
混み合います。

予約は
お早めに！！
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◆歯周病検診・高齢者歯科口腔健診のお知らせ

●歯を失う二大原因はむし歯と歯周病●
　歯周病は気づかないうちに進行してしまうのが特徴で、歯周病の罹患率は35歳から高
くなります。定期的な歯科検診を積極的に受けましょう。
　また、歯周病は糖尿病や肥満との関連が指摘され、体力の衰えた高齢者は歯周病菌が
原因で誤嚥性肺炎を引き起こしやすくなるので注意が必要です。
　義歯の方も、定期的に歯科健診を受けてお口の機能（噛む、飲む、発音）を維持しま
しょう。

１．歯周病検診 【対象者】40・50・60・70歳
【健診内容】　　協力歯科医療機関での口腔内診査
【無料対象者】　６ページをご確認ください。
【持　ち　物】　　健康保険証、「令和３年度　各種健（検）診受診券」
【検診期間】　　令和３年６月から12月末まで
【注意事項】　
　〇必ず予約の上、受診してください。
　〇受診券が、上記の受診券１枚で受けられるようになりました。忘れずにお持ちください。

２．高齢者歯科口腔健診【対象者】健診受診日に75歳以上の方
【健診内容】　協力歯科医療機関での口腔内診査
【持　ち　物】　健康保険証、「令和３年度　各種健（検）診受診券」
【健診期間】　令和３年６月から12月末まで
【注意事項】　
　〇必ず予約の上、受診してください。
　〇受診券が、上記の受診券１枚で受けられるようになりました。忘れずにお持ちください。

〇歯周病検診・高齢者歯科口腔健診の協力歯科医療機関

歯科医療機関名 所在地 電話番号
城南堂歯科医院 仙北市角館町西勝楽町２０ ０１８７−５４−３６７８
カワラダ歯科医院 仙北市角館町上菅沢１６４−２ ０１８７−５５−１１８８
さいとう歯科クリニック 仙北市角館町下新町４−２ ０１８７−５３−２７５２
さとうデンタルクリニック 仙北市角館町田町下丁１１−１ ０１８７−５５−４２２２
さくら歯科医院 仙北市角館町小館２８−１８ ０１８７−５４−２７４７
祐生堂医院歯科 仙北市角館町竹原町２６ ０１８７−５３−２２６８
田口歯科クリニック 仙北市角館町竹原町３９ ０１８７−５３−２２１２
市立角館総合病院歯科 仙北市角館町岩瀬３ ０１８７−５４−２１１１
山本歯科医院 仙北市角館町田町上丁５０−２ ０１８７−５３−２０５８
くぼた歯科医院 仙北市田沢湖生保内字街道ノ上４２−１ ０１８７−４３−２２３３
市立田沢湖歯科診療所 仙北市田沢湖生保内字浮世坂１７−１ ０１８７−４３−１３８８
ささき歯科医院 仙北市田沢湖神代字堂ノ西６−９ ０１８７−４４−３５４８
にしき歯科クリニック 仙北市西木町門屋字道目木３１９−２ ０１８７−４７−３８５５
※�上記のほか、大仙市、美郷町の歯科医療機関でも受けることができます。仙北市保健課か�
希望する歯科医療機関までお問い合わせください。

検診料金 1,000円

健診料金 無  料
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◆医療機関での特定健診・後期高齢者健診について

●こんな方におすすめです！！●
〇集団健診の日程では、都合がつかない。
〇いつも受診している、かかりつけの医療機関で健診を受けたい。

【対　象　者】　（特定健診）　　　40～74歳の仙北市国保の方
　　　　　　　（後期高齢者健診）後期高齢者医療保険の方
【持　ち　物】　健康保険証、「令和３年度　各種健（検）診受診券」
【健診期間】　令和３年12月末まで　【健診料金】　無料
【注意事項】　
　〇必ず医療機関に予約の上、受診してください。
　〇健診内容は、「特定健診」及び「後期高齢者健診」の内容になります。
　　３ページをご確認ください。

〇実施医療機関

医療機関名 所在地 電話番号
市立角館総合病院 仙北市角館町岩瀬３ ０１８７−５４−２１４５
今村内科循環器科医院 仙北市角館町田町上丁３ ０１８７−５３−２５１０
おおさわ胃腸科内科クリニック 仙北市角館町中菅沢９２−２０ ０１８７−５２−１１３３
大野医院 仙北市角館町東勝楽丁１７ ０１８７−５３−２０６６
佐藤医院 仙北市角館町下新町１３ ０１８７−５４−２０５５
野々部外科内科医院 仙北市角館町田町上丁５２−１ ０１８７−５４−２３３７
市立田沢湖病院 仙北市田沢湖生保内字浮世坂１７−１ ０１８７−４３−１１３１
仙北市国民健康保険神代診療所 仙北市田沢湖神代字野中清水２１６−４ ０１８７−４４−２１１８
かとうファミリークリニック 仙北市田沢湖生保内字浮世坂７４−１ ０１８７−４３−２１２３
高橋医院 仙北市田沢湖生保内字街道ノ上６５ ０１８７−４３−１５１５
仙北市立西明寺診療所 仙北市西木町門屋字道目木３１９−１ ０１８７−４７−２１２３
石井内科胃腸科医院 大仙市長野字新山７０−１ ０１８７−５６−７３００
羽後長野駅前内科 大仙市長野字柳田５９ ０１８７−４２−８２５５
滑川医院 大仙市長野字九日町１５−１ ０１８７−５６−３１２１

　※特定健診・後期高齢者健診は、県内の医療機関で受けることができます。
　※�上記以外の医療機関で受診を希望される方は、保健課または各医療機関にお問い合わせくだ
さい。

◆治療中の方で特定健診を受けていない方へ

　国では、40歳～74歳までの国保の方を対象に、特
定健診を行うよう決められています。
　定期的に病院に通っている方も対象となることが決
められています。そのため、仙北市では、特定健診の
未受診の方には、受診勧奨はがきを送らせていただい
ております。
　かかりつけの医療機関で受けている検査結果を利用
して、健診を受けたとみなすことができます。（みな
し健診・診療情報提供）主治医の方とご相談ください。

このような
ハガキが届きます
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●子宮がん検診　●乳がん検診　　　　　　　受付時間　午後0時30分〜1時
会　場 日　程 地区名

西木コミュニティセンター
（旧西木保健センター） 6月24日（木） 西明寺地区全域

吉田体育館 6月25日（金） 上桧木内地区、桧木内地区全域

●胃がん検診　　●大腸がん検診　　　　　　受付時間　午前6時〜8時
会　場 日　程 地区名

西木コミュニティセンター
（旧西木保健センター） 7月26日（月） 西明寺地区全域

紙風船館 7月27日（火） 上桧木内地区全域
吉田体育館 7月28日（水） 桧木内地区全域

　※�胃がん検診のすべての日程で大腸がん検診を受けることができます。受診希望の方は、２日
分の便を採便容器に採り、ご持参ください。

●骨粗しょう症検診　　　　　　　　　　　　受付時間　午後1時30分〜2時15分
会　場 日　程 地区名

西木コミュニティセンター
（旧西木保健センター） ９月30日（木） 西木地区全域

　※対象は、今年度40・45・50・55・60・65・70歳になる女性のみです。
●集団健（検）診　※内容については、３ページをご確認ください。

会　場 日　程
受付時間・対象地区名

受付時間①
13時～13時30分

受付時間②
13時40分～14時10分

受付時間③
14時20分～14時50分

紙風船館 9月09日（木） 戸沢上・下、鳥屋森、
坂本、桁沢 中泊・寺村、比内沢 宮田、浦子内上、

堀内、三共

西木コミュニ
ティセンター

（旧西木保健
センター）

9月10日（金） 潟尻、潟野、十二峠、
佐曽田、堂村上・下

荒町上・中・下、
鎌足、八津

小山寺、小沢口、
堀之内西・東、林崎、
小原木、石川原、
高野上・下、外谷地

9月13日（月）
上門屋上・下、
屋敷田、道目木、
漆原

入江、六本杉上・下 古堀田、下橋元、
中組、寺村、西野

9月14日（火） 小白川、袖野、山崎 小渕野、宮田上・下、
後川、落合

西荒井上・下、
ニュータウン塚野腰

吉田体育館

9月15日（水） 上中里、中里、小滝、
小波内 吉田 相内潟、相内上・下、

松葉上・中・下

9月16日（木） 橋掛通り、高屋 畑中、
山口一・二・三

長戸呂上・下、下田、
木田・相沢、久保、
大台野、大台野開

　※受付時間は、地区ごとになっています。受付時間を守ってお越しください。
　※都合により、決められた日時に来られない場合は、保健課までご連絡ください。

西  木  地  区
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●子宮がん検診　●乳がん検診
　①「市立角館総合病院」での検診となります。７ページをご確認の上、お申し込みください。
　②�西木、田沢湖地区の会場でも検診を受けることができますので、西木、田沢湖地区の日程を
ご確認ください。

　③乳がん検診は、総合健診でも受けることができます。15ページをご確認ください。

●胃がん検診　　●大腸がん検診　　　　　　受付時間　午前6時〜8時
会　場 日　程 地区名

健康管理
センター

7月12日（月）

細越町、谷地町、山根町、山根下丁、旭会、表町、裏町、
川原町南・北、歩行町、小人町、東勝楽丁、横町東・西、上新町、
東部上新町、栄丁、岩瀬町、下新町、下岩瀬町、中町、下中町、
七日町、西勝楽町、大横丁、下屋敷、西勝楽町二区、小館、
西野川原東・西、女学校通り、裁判所通り、岩瀬上丁、岩瀬本丁、
岩瀬中丁

7月13日（火）

岩瀬浜丁上・下、岩瀬団地、岩瀬玉川丁、東下タ野、上野東、
上野中、上野西、勝楽南丁、岩瀬勝楽、下タ野丁、警察官舎、
田町下丁、田町、田町三区・四区、アタリヤ通り、上竹原町、
竹原町、駅通り、駅前、駅前南、緑ヶ丘、菅沢１・２・３、
あおば町、みのり台、外ノ山通り、希望ヶ丘、アサヒガ丘、
外ノ山住宅、日の出町、菅沢ニュータウン、菅沢団地、寿楽荘通り、
大威徳通り、桜寿通り、大中嶋、金山下、下川原

7月14日（水）

桜美町東・西・中、角中南、小勝田新町、小倉前、下村、中村、
上村、川原、北沢、寺沢上・下、安久戸、八卦、若神子、赤平、
高屋上・下、黒沢上・下、黒森、山谷、大場、野原、雫田、
鵜ノ崎川原、小倉一丁目、小倉通り

7月15日（木）

荒屋敷、荒屋敷団地、雲然団地、山口、上町屋、下町屋、田中、
田中住宅、田頭、上碇、下碇、大畑、中村、大瀬蔵野、竹市、
竹市野、切欠田、東村、西村、奥村、月見堂、高森、稲荷町、桂渕、
鬼壁、古寺、中泊、熊堂、野田、川下田、古米沢、さくらぎの里、
新町屋

7月16日（金）
入角山、寺後、前郷、高屋敷、堂野口、上花薗、碇メ石、金兵エ村、
釣田、別当村、神村、板井村・田向、下タ町上・下、後村上・下、
浜上・下、上・下中川原、中村

　※�胃がん検診のすべての日程で大腸がん検診を受けることができます。受診希望の方は、２日
分の便を採便容器に採り、ご持参ください。

●骨粗しょう症検診　　　　　　　　　　　　受付時間　午後1時30分〜2時15分
会　場 日　程 地区名

健康管理センター 9月27日（月） 角館地区全域
　※対象は、今年度40・45・50・55・60・65・70歳になる女性のみです。

角  館  地  区
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●集団健（検）診　※内容については、３ページをご確認ください。

会　場 日　程
受付時間・対象地区名

受付時間①
13時～13時30分

受付時間②
13時40分～14時10分

受付時間③
14時20分～14時50分

角館交流
センター

8月03日（火）
細越町、谷地町、
山根町、山根下丁、
旭会

表町、裏町、
川原町南

川原町北、歩行町、
小人町、東勝楽丁、
横町東・西

8月04日（水）
上新町、東部上新町、
栄丁、岩瀬町、
下新町、下岩瀬町

中町、下中町、
七日町、西勝楽町、
大横丁、下屋敷、
西勝楽町二区

小館、
西野川原東・西、
女学校通り

8月05日（木）
裁判所通り、
岩瀬上丁、岩瀬本丁、
岩瀬中丁

岩瀬浜丁上・下、
岩瀬団地、
岩瀬玉川丁、
東下タ野、上野東

上野中、上野西、
勝楽南丁、岩瀬勝楽、
下タ野丁

8月06日（金）

田町下丁、田町、
田町三区・四区、
アタリヤ通り、
上竹原町、竹原町

駅通り、駅前、
駅前南、緑ヶ丘、
菅沢１・２

菅沢３、あおば町、
みのり台、
外ノ山通り、
希望ヶ丘、
アサヒガ丘、

8月11日（水）

外ノ山住宅、
日の出町、
菅沢ニュータウン、
菅沢団地

寿楽荘通り、
大威徳通り、
桜寿通り、大中嶋、
金山下、下川原、
桜美町東１

桜美町東２、
桜美町西・中、
警察官舎

8月16日（月） 角中南、小勝田新町、
小倉前、下村

中村、上村、川原、
北沢、寺沢上・下

安久戸、八卦、
若神子、赤平、
高屋上・下

8月17日（火） 黒沢上・下、黒森、
山谷、大場、野原

雫田、鵜ノ崎川原、
小倉一丁目、
小倉通り

荒屋敷、荒屋敷団地、
雲然団地、山口

8月18日（水）
上町屋、下町屋、
田中、田中住宅、
田頭

上碇、下碇、大畑 中村、大瀬蔵野、
竹市、竹市野

8月19日（木） 切欠田、東村、西村 奥村、月見堂、高森、
稲荷町

桂渕、鬼壁、古寺、
中泊

8月20日（金）

熊堂、野田、
川下田、古米沢、
さくらぎの里、
新町屋

入角山、寺後、前郷、
高屋敷

堂野口、上花薗、
碇メ石、金兵エ村、
釣田上

8月23日（月） 釣田中・下、別当村、
神村

板井村・田向、
下タ町上・下

後村上・下、
浜上・下、
上・下中川原、中村

　※受付時間は、地区ごとになっています。受付時間を守ってお越しください。
　※都合により、決められた日時に来られない場合は、保健課までご連絡ください。

角  館  地  区
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●子宮がん検診　●乳がん検診　　　　　　　受付時間 午後0時30分〜1時
会　場 日　程 地区名

神代就業改善センター 6月28日（月） 神代地区全域6月29日（火）

田沢湖総合開発センター 6月30日（水） 生保内地区全域7月01日（木）
田沢交流センター 7月02日（金） 田沢地区全域

●胃がん検診　　●大腸がん検診　　　　　　受付時間　午前6時〜8時
会　場 日　程 地区名

神代市民
体育館

7月19日（月）
城廻１・２、本町、羽根ヶ台、熊野林、田中、太田、中関、
六丁野、赤平、下道、七ツ関、院内上・下、鎌川上・下、
国館上・下、野中清水１・２

7月20日（火） 柏林、上・中・下生田、神代中央通、荒川尻１・２下荒川尻、
生田松原、上森腰１・２・３、下森腰１・２

7月21日（水）
上・下谷地川、手習石、東田・大船、出口、上真崎野、上・下卒田、
職員住宅・新卒田、真崎、荒町１・２・３・４、大荒田、黒倉、
抱返り、戸狩野、大石野、中野、わらび座１

田沢交流
センター 7月29日（木） 鎧畑、坂下、打野、谷地村、大山、西村、見付田、仲村、前通、

銅屋、先達、高原、水沢、高野、小先達

田沢湖
健康増進
センター

7月30日（金） 春山、石神１・２、田子ノ木、大沢、造道、山居１・２、
中生保内上・下、武蔵野上１・２・３・４、滝沢団地

8月02日（月）
武蔵野下１・２・３・４、５、栄町、新町営住宅、
大杉沢団地１・２、仙岩団地、柳沢団地、男坂上１・２、
男坂下１・２・３、駅前、浮世坂団地

8月03日（火）
横町、宿北、宿南、野中団地、久保１・２、沼田、手倉野１・２、
相内端、野村１・２、田向、赤石、堂田、四十程、船場、刺巻、
明平

　※�胃がん検診のすべての日程で大腸がん検診を受けることができます。受診希望の方は、２日
分の便を採便容器に採り、ご持参ください。

●骨粗しょう症検診　　　　　　　　　　　　受付時間　午後1時30分〜2時15分
会　場 日　程 地区名

神代市民体育館 9月28日（火） 神代地区全域
田沢湖総合開発センター 9月29日（水） 田沢地区全域、生保内地区全域

　※対象は、今年度40・45・50・55・60・65・70歳になる女性のみです。

田 沢 湖 地 区
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●集団健（検）診　※内容については、３ページをご確認ください。

会　場 日　程
受付時間・対象地区名

受付時間①
13時～13時30分

受付時間②
13時40分～14時10分

受付時間③
14時20分～14時50分

田沢湖総合
開発センター

8月24日（火） 春山、石神１・２、
田子ノ木、大沢 造道、山居１・２ 中生保内上・下

8月25日（水） 武蔵野上１、
滝沢団地 武蔵野上２・３−１ 武蔵野上３−２・３−３、

武蔵野上４

8月26日（木） 武蔵野下１・２ 武蔵野下３、
武蔵野下４−１

武蔵野下４−２・４−３、
武蔵野下5

8月27日（金） 栄町、新町営住宅、
大杉沢団地１

大杉沢団地２、
仙岩団地、柳沢団地

男坂上１・２、
男坂下１・２・３

8月30日（月） 駅前、浮世坂団地、
横町

宿北、宿南、
野中団地、
久保１・２

沼田、手倉野１・２

8月31日（火） 相内端、野村１・２、
田向

赤石、堂田、四十程、
船場 刺巻、明平

田沢交流
センター 9月01日（水） 鎧畑、坂下、討野、

谷地村、大山
西村、見付田、仲村、
前通、銅屋、先達

高原、水沢、高野、
小先達

神代市民
体育館

9月02日（木） 城廻１・２、本町 羽根ヶ台、熊野林、
田中 太田、中関、六丁野

9月03日（金） 赤平、下道、七ツ関、
院内上・下、鎌川上

鎌川下、国館上・下、
野中清水１・２ 柏林、上生田

9月06日（月） 中生田、下生田、
神代中央通

荒川尻１・２、下荒
川尻、生田松原

上森腰１・２・３、
下森腰１・２

9月07日（火） 上谷地川、下谷地川、
手習石、東田・大船

出口、上真崎野、
上卒田、下卒田、
職員住宅、新卒田

真崎

9月08日（水） 荒町１・２・３・４、
大荒田

黒倉、抱返り、
戸狩野

大石野、中野、
わらび座１

　※受付時間は、地区ごとになっています。受付時間を守ってお越しください。
　※都合により、決められた日時に来られない場合は、保健課までご連絡ください。

田 沢 湖 地 区

− 14 −



◆総合健診のお知らせ
【対象者】　平日に健（検）診を受けられない方
【健（検）診内容】

特定健診、胃がん検診、大腸がん検診、肺がん等検診、前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検診、風疹抗体価検査、乳がん検診

【持ち物】　①健康保険証　②「令和３年度　各種健（検）診受診券」、③検診料金
　　　　　　④受診する健（検）診によって、尿や便をご持参ください。
　　　　　　⑤�総合健診受付ハガキ（予約を受けた後に、保健課からハガキを送付します。忘れ

ずにご持参ください。）
【定　員】　１会場　100名
　※定員になり次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。
【日　程】　

会　場 健診日 受付時間 申込締切

角館交流センター 08月22日（日）
①午前７時30分～８時
②午前８時10分～８時40分
③午前８時50分～９時20分

08月06日（金）

田沢湖総合開発センター 09月26日（日） 09月10日（金）

西木コミュニティセンター
（旧西木保健センター） 10月02日（土） 09月17日（金）

【申込方法】
　①各市民センター、出張所、保健課に下の「総合健診申込書」を届ける
　②保健課に電話で申し込む　　　　　（電�話�番�号）０１８７－４３－２２５２
　③「総合健診申込書」をＦＡＸする　（ＦＡＸ番号）０１８７－５４－１１１７
【お願い】
　〇�密集を避けるため、受付時間を３つに分けております。希望した受付時間を守ってお越しく
ださい。

キ　リ　ト　リ

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性　別　　　男　・　女

生年月日　　　　年　　　月　　　日（満　　　歳）　電話番号　　　　　　　　　　　　　

健康保険証の種類　　　仙北市国保　・　仙北市国保以外
健診希望日（いずれか１つに〇をつけてください）
・８/22（日）（角館）　・９/26（日）（田沢湖）　・10/２（土）（西木）
受付希望時間（いずれか１つに〇をつけてください）
①午前７時30分～８時　②午前８時10分～８時40分　③午前８時50分～９時20分
受診希望健（検）診（希望するすべてに〇をつけてください）
・特定健診・胃がん検診・大腸がん検診・肺がん等検診・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検診
・風疹抗体価検査・乳がん検診　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総　合　健　診　申　込　書

平日に健診を
受診できない方に

おすすめ！

− 15 −


