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住所地 健診の内容 対象 費用 期　間 問い合わせ先

子宮がん検診 20歳以上女性市民 1,000円
乳がん検診 40歳以上女性市民 1,400円
胃がん検診 40歳以上市民 2,000円
大腸がん検診 40歳以上市民 　500円
肺がん検診 40歳以上市民 　300円
前立腺がん検診 50歳以上男性市民 1,000円

40歳以上市民
（過去に受診歴のない人）

生活習慣病予防健診
(簡易人間ドック）

概ね18歳以上市民
（Ｃコースは30歳以上）

Ａコース：2,000円
Ｂコース：5,000円
Ｃコース：8,000円
○碧南市国民健康
保険・後期高齢者
医療保険加入者は
補助があります。

4月から3月まで実施
（実施日が設定されて
います。事前に申し込
みが必要です。）

子宮がん検診 20歳以上女性市民 1,000円～

乳がん検診 30歳以上女性市民 1,300円～

胃がん検診（胃部エック
ス線検査）

40歳以上市民 2,000円

胃がん検診（胃内視鏡
検査）

50歳以上市民
（隔年・偶数月生まれの方）

2,000円

大腸がん検診 40歳以上市民 500円
肺がん検診 40歳以上市民   500円

(痰検査追加500円)

前立腺がん検診 40歳以上男性市民 1,000円

肝炎ウイルス検診 40歳以上市民、過去に検査
を受けたことのない人

無料

39歳以下健康診査 39歳以下市民 5000円～ 5月～2月

刈谷市
在住

特定健康診査
（本人に個別通知）

刈谷市国民健康保険加入
者（40歳～74歳）

無料 刈谷市保健センター
電話　０５６６－２３－８８７７

随時お問い合わせください。
詳細はホームページ、広報をご覧ください。
httpｓ://www.city.kariya.lg.jp

４月15日～2月28日

4月15日～1月31日

碧南市
在住

特定健康診査
（本人に個別通知）

碧南市国民健康保険加入
者（40歳～74歳）

無料
（受診券は5月

末に発送）

6月1日～11月30日

6月1日～11月30日
（子宮がん・乳がん検
診は4月から3月まで実
施）

市内の指定医療機関
で実施肝炎ウイルス検診

碧南市保健センター(健康課)
電話　０５６６－４８－３７５１

随時お問い合わせください。
詳細は、広報もしくはホームページをご覧くだ
さい。

http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/kenko_s
uishin/kenko/seijinhoken/index.html

　この年代の男性の皆様には、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲の

人たちに広げてしまうおそれがあります。

　あなたと、これから生まれてくる世代の子どもを守るために風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう！

無料

～働き盛りの皆さんはからだが資本！家族ぐるみで受診確認～
＜あなたのお住まいの市の特定健診・各種がん検診等・健康に関する相談窓口

令和２年度（西三河南部西版）

健康診査・がん検診の機会のご案内

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの成人男性の皆様へ

問合せ先 クーポン券の発行についてはお住まいの市保健センターへお尋ねください

風疹は今も流

行しています。

手 順



住所地 健診の内容 対象 費用 期　間 問い合わせ先

特定健康診査
（本人に個別通知）

安城市国民健康保険加入
者（40歳～74歳）

無料 5月～2月

子宮頸がん検診 20歳以上女性市民 1,000円 ４月～３月

乳がん検診 40歳以上女性市民 1,000円 ５月～２月

胃がん検診
（胃部エックス線検査）

40歳以上市民 2,000円

胃がん検診
（胃内視鏡検査）

50歳以上市民
（隔年・偶数月生まれの方）

3,000円

大腸がん検診 40歳以上市民   500円
肺がん検診 40歳以上市民   500円

(痰検査追加500円)

前立腺がん検診 40歳以上男性市民  500円

ヤング健診 安城市国民健康保険加入
者または社会保険被扶養
者（20歳～39歳）

500円

安城市民ドック 安城市国民健康保険加入
者または社会保険被扶養
者（40歳以上）

8,000円
（国保加入者）

15,000円
（社会保険被扶養者）

○子宮頸がん検診 20歳以上女性市民 1,000円
○乳がん検診（エコー） 20歳以上女性市民 1,000円
○乳がん検診（マンモ） 40歳以上女性市民 1,000円
○胃がん検診 20歳以上市民 1,000円
   大腸がん検診 20歳以上市民   500円
   肺がん・結核検診 20歳以上市民 　無料
   前立腺がん検診 40歳以上男性市民   500円
　 Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 40歳市民 　無料
　 ピロリ菌抗体検査 20歳以上市民 1,500円
●人間ドック 40歳以上市民 　5,000円～ 6月中旬～2月8日 ●人間ドックの予約方法等の詳細は、

5/1 号 広 報 の 折 込 チ ラ シ ま た は 、
HP(http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/
6,27385,67,324,html)をご覧ください。

子宮頸がん検診 20歳以上女性市民   500円～
乳がん検診 30歳以上女性市民 1,100円～
胃がん検診 40歳以上市民   500円～
大腸がん検診 40歳以上市民   300円～
肺がん・結核検診 15歳以上市民 　無料
前立腺がん検診 50歳以上男性市民   400円～

市民ドック 40歳～64歳 国保加入者 5,800円
上記以外　13,500円

6月～12月

18～39歳健診 18歳～39歳 国保加入者　無料
上記以外　700円

6月～2月

子宮（頸部）検診 20歳以上女性市民 1,200円
乳腺検診 20歳以上女性市民 1,300円
胃検診 40歳以上市民 3,200円
大腸検診 40歳以上市民   800円
肺検診 40歳以上市民 無料
肺（喀痰）検診 40歳以上市民 1,000円

(※喫煙指数600以上）

前立腺がん検診 50歳以上男性市民 1,000円
肝炎ウイルス検診 40歳以上市民 1,700円

＊健康診査と同時に
行う場合は600円

総合検診 20歳以上市民、市内在勤者 12,000円
成人ドック 20歳以上市民 6,000円

高浜市
在住

特定健康診査
（本人に個別通知）

高浜市国民健康保険加入
者（40歳～74歳）

無料

安城市
在住

知立市
在住

特定健康診査
（本人に個別通知）

知立市国民健康保険加入
者（40歳～74歳）

無料
（受診券は5月

末に発送）

西尾市
在住

特定健康診査
（本人に個別通知）

西尾市国民健康保険加入
者（40歳～74歳）

無料

受診券の発行、実施医療機関等については
健康推進グループへお問合せください。

高浜市健康推進グループ
（いきいき広場）
電話　０５６６－５２－９８７１
E-mail:kenko@city.takahama.lg.jp

４月１日～３月３１日
詳細はＨＰ、広報をご
覧ください。

＊年齢、加入の医療保
険等の条件により減免
制度もあります。

※喫煙指数…
1日に吸うタバコの本数×喫煙年数

6月１日～10月31日
指定医療機関へお申し
込みください。

知立市国保医療課
電話　０５６６－９５－０１２３

集団検診：6月～2月
個別検診：6月～10月
（乳がん、子宮頸がん
検診は6月～2月）

知立市健康増進課
電話　０５６６－８２－８２１１
【予約先】
集団検診、18～39歳健診：
半田市医師会健康管理センター　がん検診
予約係　電話 ０５６９－２７－７８９０
4/27～随時申し込みができます。
個別検診：実施医療機関
市民ドック：刈谷医師会健診センター
電話　０５６６-９１-３０１０

詳細は、3/16号広報の折込チラシまたはHP
をご覧ください。

要予約
７月１日～９月３０日

西尾市保険年金課
電話　０５６３－６５－２１０３

6月9日～1月31日 西尾市健康課
電話　０５６３－５７－０６６１

○については要予約
[予約先]
がん検診予約センター
電話　０５６９ー２７－７８９０

安城市保健センター
電話　０５６６－７６－１１３３

随時お問い合わせください。
詳細は広報あんじょう又は市公式ウェブサイ
トをご覧ください。
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/kenko/k
enkoshinsa.html

6月1日～1月31日

病気は、医療費・生活費（介護等）にも大きな影響が出ます！

早期発見 早期の対応や治療が安心につながります。

○ 特定健診は、健康保険証の連絡先（医療保険者）へ

○ 商工会議所・商工会では、会員に健診を実施しています。

○ 職場における健康診断については、労働基準監督署へ

○ 小規模事業場の働く人の健康支援は、地域産業保健センターへ

○ がん検診・健康づくりの出前講座は、市保健センター・保健所へ

【健康管理・生活習慣病等に関する相談窓口】

症状が出る前に忘
れずに、毎年、健
診に行きましょ！

健康診断の実施は、

「事業主の責務」です。

元気職場で業績アッ

【事業主の方へ】

＊このリーフレットに関する問合せは、
働き盛りの皆さんの健康を応援する 西三河北部医療圏地域・職域連携推進協議会 事務局

愛知県衣浦東部保健所 総務企画課 TEL 0566－21－4778


