
 
 

記者発表資料 
平成２４年４月２５日 
保健福祉部健康増進課（健康予防係）
担当：吉田（内線４１３） 

  
 
          

 
 

平成 24 年度一般健康診査の無料化について 

 
 
 本市では，宮城県の特別健診事業を受け，２０歳から３９歳までの一般健康診査

を全額公費負担で実施しますのでお知らせします。 

 
  
                 記 

 
１ 目   的   

平成２４年度の一般健康診査の自己負担について，宮城県が実施する特別健 
診事業を活用して無料化し，市民の健康の保持・増進に努めます。 

 
２ 内   容 

（１）一般健康診査の自己負担２，０００円を無料にします。 
（２）新たにクレアチニン検査（血液検査による腎機能検査）を加えて実施します。 

 
３ 対 象 者 

 20 歳から 39 歳までの市民 
  対象者数 ５，７００人 

 
４ 実施時期 
   平成２４年５月１５日から平成２４年７月３１日まで 

 
５ 所要経費   
   ４，７９７千円 

 
６ 周知方法 
   市広報，市ホームページ記事掲載等により周知します。 



 
 
 
 

◆総合健診で実施する健診について 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

◆対象者：３０・３５・４０・４５・５０・５５・６０・６５・ 

７０歳の女性 

◆料    金：３０～６５歳…９００円   ７０歳…無料 

◆検査方法：超音波検査 

骨粗しょう症検診

 

◆対象者：４０歳以上の方で、肝炎ウイルス検診を受けたことがない方 

 ※  現在Ｂ型肝炎またはＣ型肝炎を治療中の方、及び過去にＢ型肝炎ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルス検査を受け

たことのある方は除きます。 

◆料    金：４０～６９歳…８００円   ７０歳以上…無料 

◆検査方法：Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスについて血液検査で調べます

肝炎ウイルス検診 

 

【結核・肺がん検診】◆対象者：４０歳以上の方 

①胸部レントゲン撮影  

※６５歳以上の方は、感染症法により結核検診が義務づけられていま

す。年に１回は必ず受けましょう。 

（医療機関で受けている方は除きます） 

◆料  金：４０～６４歳…３００円   

 ６５～６９歳…１５０円  

 ７０歳以上…１００円 

 

②喀たん細胞診検査   

◆対象者：胸部レントゲン撮影受診者のうち、希望する方 

検診当日、結核・肺がん検診受付にお申込みください。 

◆料  金：４０～６９歳…９００円   ７０歳以上…３００円 

 

【大腸がん検診申込み】 ◆対象者：３５歳以上の方 
※  大腸がん検診は、検査容器作成のため事前に申込みが必要とな

ります。申込書に検診料金を添えてお申込みください。 

◆検査方法：便潜血反応検査２日法（自宅で便をとり、その便から潜

血反応を調べる検査です。） 

◆料  金：３５～６９歳…５００円   ７０歳以上…２００円 

※ 検査は１０月を予定しています。 

今回申込みをされた方には、9 月中旬頃，各地区保健推進員や郵

送等で検査容器を配付します。 

 

【前立腺がん検診】◇対象者：５０歳以上の男性 

◆料    金：１，０００円 

◆検査方法：血液検査（ＰＳＡ値の測定） 

がん検診について

 

【特定健康診査】 

※  特定健診はご加入の医療保険での実施となります。 

気仙沼市国民健康保険以外の保険加入者は、実施方法などについてご加入の医療保険者に

お問い合わせください。 

◆対象者：４０～７５歳未満（昭和１2 年８月 1 日～昭和４8 年３月３１日生まれの方） 

特定健診の実施方法等は医療保険者からの通知をご確認ください。 

気仙沼市の国民健康保険加入している方には、 

保険課から受診票を郵送します。料金も記載されています。 

 

【一般健康診査】 

◆対象者：２０歳～３９歳（昭和４8 年４月 1 日～平成 5 年４月１日生まれ） 

◆料    金：宮城県の特別健診支援事業により今年度は無料とします 

◆検査内容：問診・身体計測・診察・尿検査・血圧測定・血液検査・腹囲測定 

 

【後期高齢者健康診査】 

◆対象者：健診期間内に 75 歳以上となる方（昭和 12 年 7 月 31 日以前生まれの方）  

  ＊６５～７４歳の方で、一定の障がいがあると認定され、後期高齢者医療被保険者証（保険証）をお持ちの方。

◆料    金：無料 

◆検査内容： 問診・身体計測・診察・尿検査・血圧測定・血液検査 

生活習慣病の健診について 

平成２４年度 【総合健診のお知らせ】 気仙沼市 

  気仙沼市の結核・肺がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診、生活習慣病健診を次のように実施します。ご自身の健康状態と

生活習慣の確認のため、受診することをおすすめします。なお、総合健診会場であわせて大腸がん検診の申込み（料金徴収）を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆検診を受ける時の注意事項 

①尿検査について(生活習慣病の健診を受ける方のみ） 

 ・朝起きてすぐの尿を採りましょう。（尿容器の半分くらいまで）尿を採る時は、 

出始めでなく中間の尿を採るようにしましょう。 

  （午後や夜間の健診を受ける方は、日の当たらない涼しい場所に保管してください） 

②食事について(生活習慣病の健診を受ける方のみ） 

・午前に受ける方…朝食を摂らずに受けてください。 

 ・午後に受ける方…軽めの朝食を摂り、昼食は摂らずに受けてください。 

 ・夜間に受ける方…朝食は朝７時頃までに済ませ昼食は軽めに摂り、夕食は摂らずに受けてください。

③服装について 

 ・あらかじめ着脱しやすい服装で受診してください。（74 歳までの方は腹囲の測定があります） 

 ・胸部Ｘ線撮影では上半身はホック、金具、絵柄のない薄手のシャツ１枚になり撮影します。 

④受診票について 

 ・問診事項や電話番号は受診前に必ず記入してください。 

 ・配付されている受診票はホチキスを取りはずさないでそのまま会場にお持ちください。 

⑤その他 

・受診票は本人がお持ちになり受付開始時間にお並びください。（整理券をお配りします） 

・順番取りのために、前日や早朝から入口等に受診票を置かないでください。 

なお、会場に受診される本人がいない時は順番が遅くなることがありますのでご了承ください。 

・妊娠中または妊娠が疑われる方は胸部Ｘ線撮影ができません。 

・国保１日人間ドックを申込まれた方は特定健診、結核・肺がん検診、大腸がん検診は受けないでくだ

さい。 

◆健診会場にお持ちいただくもの 

①配付された受診票 
（受診票はホチキスを 

はずさないでお持ちください） 

②健康保険証 
③健診料金 
  ※生活保護世帯は無料です。 

  ※６５～７４歳の方で、一定の障がいがあると認定され、後

期高齢者医療被保険者証（保険証） をお持ちの方は、７５

歳以上の方と同じ料金で受診できます。保険証を会場にお

持ちください。 

④健康手帳（４０歳以上の方でお持ちの方） 

⑤尿検査容器 （生活習慣病の健診を受ける方のみ） 

忘
れ
ず
に
お
持
ち

く
だ
さ
い 

◆がん検診，肝炎ウイルス検診，骨粗しょう症検診について 

◎生活習慣病の健診を受けない方でも受けることができます。 

◎年齢基準は平成２５年４月１日です。 

◎健診会場一覧表と問い合わせ先は裏面に掲載してあります 



＜平成２４年度  健診会場一覧表＞
    生活習慣病の健診，結核・肺がん検診，大腸がん検診申込み，前立腺がん検診，骨粗しょう症検診，肝炎ウイルス検診

〔気仙沼地域〕 〔唐桑地域〕

月　日 会　　場 受付時間 対象地区 月　日 会　　場 受付時間 対象地区

5月15日 　9：00～11：00 南が丘，河原田1・2 7月3日 崎浜集会所 9：30～11：00 崎浜1・2

（火） 13：30～14：15 入沢，柏崎，沢田 （火） 松圃集会所 13：30～14：15 松圃1・2・3

5月16日 9：00～11：00 南町1・2・3・4，幸町３ 7月4日 9：30～11：00 中井１・2・3・4

（水） 13：30～14：15 魚町3，陣山，太田1・2 （水） 13：30～14：30 小鯖1・2・3

5月17日 9：00～11：00 古町3・4 7月5日 9：30～11：00 中１

（木） 13：30～14：15 八日町2，魚町1・2 （木） 13：30～14：15 中2・3

5月18日 9：00～11：00 古町1・2 7月6日 9：30～11：00 鮪立1・2

（金） 13：30～14：15 三日町１.2，八日町1 （金） 13：30～14：15 鮪立3・4・5

5月21日 9：00～11：00 福美町，新町1・2 7月8日 9：30～11：00 只越1・2

（月） 13：30～14：15 滝の入１・2，化粧坂 （日） 13：30～14：15 石浜1・2・3

5月22日 7月9日

（火） （月）

5月23日 9：00～11：00 要害，新王平 7月10日 9：30～11：00 大沢1・3

（水） 13：30～14：15 崎浜 （火） 13：30～14：15 大沢2・4

5月24日 9：00～11：00 外浜，大初平，高井 7月11日 9：30～11：00 宿1・2・3

（木） 13：30～14：15 長崎，廻館 （水） 13：30～14：15 舞根1・2

5月25日 9：00～11：00 田尻，浦の浜

（金） 13：30～14：15 浅根，磯草，亀山 〔本吉地域〕
5月28日 9：00～11：00 港町，幸町1・４ 月　日 会場 受付時間 対象地区

（月） 13：30～14：15 南郷1・2 7月18日 9：15～10：30 中郷，上郷南，上郷北

5月29日 9：00～11：00 仲町，魚市場前，弁天町1・2，内の脇1 （水） 13：30～14：30 寺谷

（火） 13：30～14：15 九条５ 7月19日 9：15～10：30 日門，大谷南，大谷東

5月30日 9：00～11：00 田谷，本郷１・２ （木） 13：30～14：30 三島

（水） 13：30～14：15 潮見町１・2，内の脇2・3，川口町 7月20日 9：15～10：30 高２，天ヶ沢，山谷

5月31日 9：00～11：00 田中前１・２ （金） 13：30～14：30 高１，大谷前浜

（木） 13：30～14：15 田中２，神山 7月23日 9：15～10：30 小泉浜１，小泉浜２

6月1日 9：00～11：00 田中１ （月） 13：30～14：30 小泉新町，小泉仲町，小泉下町

（金） 13：30～14：15 田中３・４ 7月24日 9：15～10：30 登米沢，風越

6月4日 （火） 13：30～14：30 津谷大沢

（月） 7月25日 山田生活改善センター 9：15～10：30 猪の鼻，表山田

6月5日 9：00～11：00 後沢１，後沢3 （水） 松ヶ沢コミュニティーセンター 13：30～14：30 漆原，松ヶ沢

（火） 13：30～14：15 片浜上・下，後沢２ 7月26日 9：15～10：30 馬籠上沢，馬籠

6月6日 9：00～11：00 赤岩，松崎五駄鱈，古谷館 （木） 13：30～14：30 馬籠町

（水） 13：30～14：15 石甲，浦田 7月27日 9：15～10：30 小泉西，小泉東，津谷上町

6月7日 9：00～11：00 舘森，前浜 （金） 13：30～14：30 津谷街，津谷仲町

（木） 13：30～14：15 赤岩五駄鱈，老松，母体田 7月29日 9：15～10：30

6月8日 9：00～11：00 牧沢 （日） 13：30～14：30

（金） 13：30～14：15 三峰，平貝 7月30日 9：15～10：30 津谷下町，上川内

6月11日 9：00～11：00 向原，牧，上町 （月） 13：30～14：30 林の沢，狼の巣

（月） 13：30～14：15 岩井崎，内田，杉ノ下 7月31日 9：15～10：30 津谷舘岡，坊の倉

6月12日 9：00～11：00 森前林 （火） 13：30～14：30 下川内

（火） 13：30～14：15 長磯原

6月13日 9：00～11：00 長磯高，七半沢 〔日曜日健診〕
（水） 13：30～14：15 最知高，川原，長磯浜 月　日 会場 受付時間 対象地区

6月14日 9：00～11：00 上沢，尾崎 6月24日 9：00～11：00

（木） 13：30～14：15 千岩田 （日） 13：30～14：15

6月15日 9：00～11：00 赤田 7月8日 9：30～11：00 只越1・2

（金） 13：30～14：15 高谷，鶴巻 （日） 13：30～14：15 石浜1・2・3

6月18日 7月29日 9：15～10：30

（月） （日） 13：30～14：30

6月19日 9：00～11：00 古町５

（火） 13：30～14：15 舘山１・２ 〔夜間健診〕
6月20日 9：00～11：00 本町1・2，新城東 月　日 受付時間
（水） 13：30～14：15 表松川，内松川 5月29日

6月21日 9：00～11：00 田柄１・２・３ （火）

（木） 13：30～14：15 立沢，金成沢，和野 6月18日

6月22日 9：00～11：00 高屋敷，下八瀬 （月）

（金） 13：30～14：15 九条１ 6月20日

6月24日 9：00～11：00 （水）

（日） 13：30～14：15 7月6日

6月25日 9：00～11：00 九条２・３ (金）

（月） 13：30～14：15 九条４ 7月27日

6月26日 9：00～11：00 東中才１，栄町 (金）

（火） 13：30～14：15 西みなと町，西中才，東みなと町

6月27日 9：00～11：00 西八幡町，東中才３，新浜町1・2，浜町

（水） 13：30～14：15 東中才２，中みなと町１・２

6月28日 9：00～11：00 浪板１，本浜町1・2，錦町1・2

（木） 13：30～14：15 浪板2，大浦，小々汐，梶ヶ浦，鶴ヶ浦

6月29日 9：00～11：00 下沢，青葉が丘

（金） 13：30～14：15 上沢１・２・３

7月2日 月立小学校体育館 9：00～11：00 早稲谷，上八瀬上，上八瀬下，塚沢，関根，台

（月） 落合小学校体育館 13：30～14：15 上廿一，下廿一，上前木，下前木

中井公民館

中集会所

鮪立老人憩いの家

全地区（平日受けられない方）

会　　場

五右衛門ヶ原運動場・五右衛門ヶ原テニスコート用地・
市営野球場の仮設住宅にお住まいの方

水梨，金取，羽田，前田，大石倉

保健福祉センター「燦さん館」

大谷公民館

浜区多目的集会所

17：30～19：00

市民健康管理センター「すこやか」

17：30～19：00

保健福祉センター
燦さん館

保健福祉センター
燦さん館

本吉総合体育館 全地区（平日受けられない方）

市民健康管理センター「すこやか」

舘老人憩いの家 13：30～14：30 舘1・2

舘老人憩いの家

上郷コミュニティーセンター

大谷公民館

唐桑体育館

風越コミュニティセンター

本吉総合体育館

市民健康管理センター
「すこやか」

水梨小学校体育館

松岩公民館

9：00～11：00

階上公民館
２階和室・研修室

本吉総合体育館

松岩公民館

市民健康管理センター「すこやか」

市民会館

市民会館

駅前コミュニティセンター

駅前コミュニティセンター

大島開発総合センター

大島開発総合センター

駅前コミュニティセンター

五右衛門ヶ原運動場
仮設住宅集会所

9：00～11：00

本吉総合体育館

本吉総合体育館
全地区
（平日受けられない方）

階上小学校体育館

階上小学校体育館

17：00～19：00

17：00～19：00

総合体育館

面瀬中学校体育館

市民健康管理センター
「すこやか」

市民健康管理センター
「すこやか」

九条小学校体育館

鹿折小学校体育館

鹿折小学校体育館

鹿折中学校体育館

市民健康管理センター
「すこやか」

面瀬小学校体育館

白山コミュニティセンター 13：00～14：00

17：00～19：00

馬籠林業センター

本吉総合体育館

市民健康管理センター
「すこやか」

市民健康管理センター
「すこやか」

面瀬小学校体育館
市民健康管理センター

「すこやか」

日の口１・２，両沢

全地区（平日受けられない方）

松岩公民館

市民健康管理センター
「すこやか」

大島開発総合センター

市民健康管理センター
「すこやか」

市民健康管理センター
「すこやか」

市民健康管理センター
「すこやか」

※   仮設住宅にお住まいの方は，対象地区の指定日時にかかわらず，都合の良い日時・会場で受診してください。
※   指定された日時・会場で都合が悪い場合は、都合の良い日時・ 会場で受診してください。

◇会場によっては駐車台数が限られたり，駐車場がない場合もあります。
　予めご了承ください。
　
※特に小中学校は児童生徒の安全面を考え，できるだけ車でのお越しはご遠慮ください。
　

☆市民健康管理センター「すこやか」（東新城）健康増進課   電話２１－１２１２

☆保健福祉センター「燦さん館」（唐桑町石浜）保健福祉課   電話３２－４８１１

☆本吉総合支所（本吉町津谷舘岡） 保健福祉課   電話４２－２９７５

☆気仙沼市国民健康保険に加入されている方の特定健診のお問い合せ先
　保険課医療給付係　電話　２２－６６００（内線３７６・３７７）
　　　　　　　　　　　　　２２－３４１９（保険課直通）

☆特定健診についてのお問い合せはご本人が加入する医療保険の
　保険者にお問い合せください。
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