
富山県市町村国保における集団健診日程表

番号 市町村名 実施日 曜日 受付時間 会場 対象地区 留意事項

5月18日 水 8：30～9：30 下タ南部公民館 主に下タ地区

6月18日 土 8：30～9：30 山田公民館 主に山田地区

7月12日 火 8：30～9：30 山田公民館 主に山田地区

7月15日 金 8：30～9：30 福沢地区コミュニティセンター 主に福沢地区

8月9日 火 8：30～9：30 小見地区コミュニティセンター 主に小見地区

8月26日 金 8：30～9：30 大山地域市民センター 主に上滝地区

10月6日 木 8：30～9：30 大山地域市民センター 主に上滝地区

10月12日 水 8：30～9：30 細入南部地区センター 主に細入地区

10月26日 水 8：30～9：30 細入総合行政センター 主に細入地区

10月27日 木 8：30～9：30 小見地区コミュニティセンター 主に小見地区

10月28日 金 8：30～9：30 福沢地区コミュニティセンター 主に福沢地区

11月15日 火 8：30～9：30 山田公民館 主に山田地区

7月1日 金 9：00～10：00 西布施公民館 主に西布施地区

7月14日 木 9：00～10：00 上中島公民館 主に上中島地区

7月25日 月 9：00～10：30 健康センター 魚津市全域

8月19日 金 9：00～10：00 片貝公民館 主に片貝地区

8月29日 月 17：00～19：00 ありそドーム 魚津市全域

9月2日 金 9：00～10：00 金山谷郷土文化保存伝習館 主に松倉地区

9月30日 金 9：00～10：30 ありそドーム 魚津市全域

7月22日 金 8：30～10：00 いきいき元気館

7月23日 土 8：30～10：00 いきいき元気館

7月24日 日 8：30～10：00 いきいき元気館

8月9日 火 8：30～10：00 いきいき元気館

8月10日 水 8：30～10：00 いきいき元気館

9月24日 土 8：30～10：00 いきいき元気館

9月25日 日 8：30～10：00 いきいき元気館

9月26日 月 8：30～10：00 いきいき元気館

9月29日 木   8：30～10：00 いきいき元気館

9月30日 金   8：30～10：00 いきいき元気館

6月28日 火 8:00～10:00 西加積地区公民館

7月20日 水 8:00～10:00

9月8日 木 8:00～10:00

10月5日 水 8:00～10:00

11月13日 日 8:00～10:00

　9:30～11:00 若埜ふれあいセンター 中坪 　浦川端 　中村 　両瀬　 袖野

13:30～15:00 若埜ふれあいセンター 舌山 　東町　 八社 　大越 　西町

　9:30～11:00 農村環境改善センター 前沢

13:30～15:00 農村環境改善センター
前沢　 山田新 　吉城寺　 栗寺 　宮野
本野　石田野　 枕野　 宮沢　 中山

　9:30～11:00 親水の館
田家新 　山田 　阿古屋野　 窪野　 神谷　 鏡
野

13:30～15:00 親水の館 荒町 　田家新　 田家野

　9:30～11:00 大布施農村研修館
中新 　堀高 　高橋　 堀切新 　北野 　古御堂
栃沢

13:30～15:00 大布施農村研修館
高橋 　堀切新　 植木 　金屋 　北野 　古御堂
栃沢

7月13日 水 　9:30～11:00 大布施農村研修館 中新 　堀高 　植木　 沓掛 　金屋

　9:30～11:00 荻生の館 上野 　新堂 　沖　 荒井野 　長正寺 　中村

13:30～15:00 荻生の館
上野　 西小路 　長屋　 大橋　 栗林　 愛川
寺坪

細入地区以外の会場
については、胃、肺，大
腸がん検診と同時実施

結核検診・肺がん検診
と同時実施

前立腺がん検診は、集
団健診会場では実施し
ません（医療機関での
み実施）

氷見市全域 なし

なし
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5 黒部市

集団健診の受入れは
40～64歳までです。
どの会場でも受入れ可
能です。
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番号 市町村名 実施日 曜日 受付時間 会場 対象地区 留意事項

　9:30～11:00 村椿公民館 飯沢　 出島 　荒俣

13:30～15:00 村椿公民館 吉田 　六天 　飛騨

7月22日 金 16:30～19:00 市民会館 田家 　大布施 　前沢　 若栗

　9:30～11:00 コミュニティセンター 神明町　 宮川町

13:30～15:00 コミュニティセンター
神明町　 四十物町　大町    阿弥陀堂
芦崎

7月26日 火 　9:30～11:00 コミュニティセンター
上町　 四十物町　 大町 　宮川町　 飯沢　 吉
田

　9:30～11:00 石田交流プラザ 犬山 　岡

13:30～15:00 石田交流プラザ 浜石田   新町　 岡 　立野　 堀切

8月4日 木 　9:30～11:00 生活改善センター 東布施

8月9日 火 16:30～19:00 市民会館 生地　 石田　 村椿 　荻生 　東布施

　9:30～11:00 市民会館
椚町 　新天　 桜町 　大黒町　 東三日市 　栄
町

13:30～15:00 市民会館
椚町　 新天　 桜町　 大黒町　 東三日市
大町   寺町　 栄町　 牧野

　9:30～11:00 保健センター 天神新　 三島町

13:30～15:00 保健センター
堀切　 天神新   大町   寺町 　三島町
牧野

　9:30～11:00 宇奈月健康福祉ｾﾝﾀｰ 宇奈月温泉 　内山 　音沢　 愛本 　下立

13:30～15:00 宇奈月健康福祉ｾﾝﾀｰ 浦山

8月30日 火 　9:30～11:00 宇奈月健康福祉ｾﾝﾀｰ
宇奈月温泉 　内山 　音沢　 愛本 　下立
浦山

9月1日 木 16:30～19:00 市民会館 三日市　 宇奈月

10月5日 水 16:30～19:00 市民会館 （未受診者健診）

10月6日 木 　9:00～11:00 市民会館 （未受診者健診）

10月30日 日 　9:00～11:00 市民会館 （未受診者健診）

6月21日 火 9：00～10：00 舟橋会館

6月27日 月 9：00～10：00 舟橋会館

10月21日 金 9：00～10：00 舟橋会館

7月24日 日 9：00～11：00 相ノ木会館

8月21日 日 9：00～11：00 宮川公民館

9月25日 日 8：30～11：00 保健福祉総合センター

10月1日 土 8：30～11：00 保健福祉総合センター

10月30日 日 8：30～11：00 保健福祉総合センター

 9:30～11:15 舟見コミュニティ公民館 主に舟見地区

13:30～15:30 上 原 産 業 展 示 会 館 主に上原地区

6月9日 　木    9:30～11:30 横山漁村センター 主に横山地区

10:00～11:15 あぐり館 主に野中地区

13:30～15:0０ 新屋地区公民館 主に新屋地区

10:00～11:15 小摺戸地区公民館 主に小摺戸地区

13:30～15:30 飯野農村環境改善センター 主に飯野地区

   9:30～11:15 椚 山 公 民 館 主に椚山地区

13:30～15:30 芦 崎 漁 業 研 修 セ ン タ ー 主に飯野地区

7月5日 火 入善町全域（主に入善地区）

7月6日 水 入善町全域（主に入善地区）

　9:30～11:30 青木働く婦人の家 主に青木地区

13:30～15:30 健康交流プラザ 入善町全域

7月29日 金 17:00～19:30

8月30日 火 17:00～19:30

9月26日 月 13:30～15:30 健康交流プラザ

金

6月8日

6月16日 木

6月28日

7月25日

7月21日

9:30～11:30
13:00～14:30

うるおい館

うるおい館

月

（地区で受診できなかった方）

舟橋村全域

集団健診の受入れは
40～64歳までです。
どの会場でも受入れ可
能です。

なし

10月1日については、
結核検診・肺がん検診
と同時実施
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月

上市町全域

6 舟橋村

水

8 6月30日 木

火

7 上市町

5 黒部市

集団健診の受入れは
40～64歳までです。
どの会場でも受入れ可
能です。

木

8月1日



番号 市町村名 実施日 曜日 受付時間 会場 対象地区 留意事項

9:30～11:30 中町、本町、東三浦町、中三浦町、西三浦町、よこお

13:30～ 15:00
東下町、西下町、宮本町、橋向町、神田町、
上横尾、下横尾、温泉町

9:30～11:30 清水町、西町

13:30～15:00 大屋、松涛町、東草野、弥生町

9:30～11:30 上町、幸町、若草町、向陽町、中草野

13:30～15:00 沼保、末広町、栄町

9:30～11:30 荒川１～５丁目

13:30～15:00 道下、平柳

9:30～11:30 カルチャーセンター宮崎 宮崎

13:30～15:00 関の館 境、大平

10:00～11:30 羽入、殿町、辻岩崎、山王

13:30～15:00 小在池、花房、山﨑新、越、坊、細野

10:00～11:30
柳田、不動堂、大家庄、井の口、下野、藤塚、
横道、横水

13:30～15:00 金山、窪田、下山新、高野、舟川新、三枚橋

9:30～11:30 南保みず穂館 南保全地区

13:30～14:30 共生の里さゝ郷 笹川

10:00～11:30 桜町、旭が丘

13:30～15:00 月山、草野、赤川

9:30～11:30 境、宮崎、泊一区、泊三区、南保の未受診者

13:30～15:00 笹川、泊二区、五箇庄、山崎、大家庄の未受診者

9:30～11:30

13:30～15:00

13:30～15:00

17:00～19:00

10月30日 日 9:00～11:00 南砺家庭地域医療センター

11月6日 日 9:00～11:00 福光保健センター

9月9日 金

6月17日

水

6月20日

保健センター

やまざき紅悠館6月27日 月

金

6月29日 水

7月1日 金

7月11日

全地区の未受診者

月

全地区の未受診者

なし9 朝日町

保健センター

保健センター

大家庄華遊館

保健センター9月2日

水

保健センター

6月15日 保健センター

保健センター

7月8日 金 五箇庄公民館

6月22日

金

6月24日 金

月

10 南砺市 南砺市全域(未受診者） なし
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