
〈受診の流れ〉

本年度から八街市国民健康保険加入者の３０代の方々を対象とした健康診査を

    実施いたします。健康に悪い習慣は、４０代から病気としてあらわれてきます。

　　  まずは３０代健診受け、自分の体の状態を知り、今から改善していきましょう。

など 

尿糖・尿蛋白

健診は１時間程度

糖尿病／動脈硬化症

脂肪肝／高血圧症

肝硬変／慢性腎不全

（医師が必要と判断した方のみ：眼底・心電図）

市総合保健福祉センターで受診する 

 日程を選ぶ 

　７/３１（日）から実施（詳細は中面）

 ６週間後、結果が自宅に郵送される 

(10，000円程かかる検査が1，000円で受けられます。)

身長・体重・腹囲・ＢＭＩ・血圧

　中性脂肪・ＨＤＬ・ＬＤＬ・ＧＯＴ・ＧＰＴ

ｒ－GTP・血清尿酸・ＨｂＡ１ｃ

ヘマトクリット・血色素量

クレアチニン・ｅＧＦＲ・メタボ判定

※該当の方には、保健指導のご連絡をいたします。 

①測定（身長・体重・腹囲）

③採血（血液検査）

②問診・血圧

④診察

受診の

おすすめ

ポイント！！

令和４年度 八街市国民健康保険加入者

30代健診 実施のお知らせ

費用 １，０００円

わかる数値

予防する病気

疲れやすいし、

甘いお菓子食べすぎ

でちょっと心配。

３年後、数値上昇に

きづけた。病気になる

前に、改善するぞ！

問題のない今の状態（平常値）

を知っておく事は大事です。

八街市は、『貧血検査』と

『腎機能検査』も全員実施します。

貧血だったなんて。

腎機能の数値が高め

だったから、保健師さん

にアドバイスもらえたよ。

健診を受けたのは

何年前だっけ？でも

元気だし、必要ないかも・・・

病気になると

医療費がかかり、

家計に負担を

かけます！



〔整理券配布〕 8:30～なくなり次第終了 午後の部 13:00～なくなり次第終了

〔 受 付 時 間 〕 9:00～11:00 定員120名 13:30～15:00

※コロナウイルス感染症予防対策のため、定員数をもうけ整理券を配布しています。

午前 午前

午後 午後

午前 午前

午後 午後

午前 午後

午後 夜間

午前 午前

午後 午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

午前

午後

受付/健診会場：２階

整 理 券 配 布 ：１階正面入口

8月12日(金)

定員200名

全地区

午前の部

対象地区

全地区

全地区

全地区

全地区

全地区

〔整理券配布〕

〔 受 付 時 間 〕

日時

11月23日(水)

8月 8日(月)

8月 9日(火)

8月10日(水)

8月11日(木)

対象地区

8月 6日(土)

三区,七区,大関,山田台,岡田,勢田,喜望の杜

一区,四区,藤の台,八街･榎戸学園台

西林,四木,朝日,大東,東吉田

夕日丘,吉倉,上砂,泉台,六区

榎戸,二区,西林,滝台,吉倉,希望ヶ丘

住野,富山,夕日丘,根古谷,真井原,ガーデンタウン

日時

所在地：八街市八街ほ35番地29

受付時間

8月 7日(日)
全地区

四区,五区,榎戸,大東,大谷流,小谷流,東吉田

一区,五区,榎戸,山田台,大谷流,小谷流,岡田,藤の台

大関,沖,朝日,東吉田,勢田,泉台

六区,文違,夕日丘,真井原,みどり台,八街･榎戸学園台

三区,四区,住野,富山,大東,根古谷,砂

一区,二区,六区,七区,榎戸,希望ヶ丘

一区,文違,東吉田,上砂,みどり台

二区,住野,西林,滝台,山田台,用草,ライオンズガーデン

六区,住野,沖,用草,泉台,ライオンズガーデン

文違,富山,四木,朝日,砂

7月31日(日)

8月 1日(月)

完全申込制

八街市総合保健福祉センター

「予約不要」です。お住まいの対象地区の日程の日にお越しください。

ご都合がつかない場合は、別地区の日程で受診いただけます。(連絡不要)

二区,五区,夕日丘,朝日,泉台,ガーデンタウン

三区,文違,富山,みどり台,喜望の杜

11月20日(日)

11月21日(月)

11月22日(火)

健診日程

夜間健診 完全申込制

昼間お仕事などで受診できない方のため、夜間

健診を実施します。夜間健診だけは、完全申込制

です。市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから申込みください。(先着順)

〔日時〕11月22日(火)のみ

〔定員〕160名

第１次申込期間 9月 1日(木)～15日(木)

〔結果〕9月26日(月)頃メールにて返信

第２次申込期間 9月16日(金)～30日(金)

〔結果〕10月7日(金)頃メールにて返信

※ネット環境がない方は、期間内に

国保年金課給付管理係の窓口でお

申し込みください。

電話でのお申し込みはできません。

健診会場

17:00～18:50受付

●



◉ 住所・氏名・生年月日にあやまりがないか確認する。

◉ 日中連絡が取れる電話番号を記入する。

◉ ①～③を記入する。(鉛筆か黒のボールペンで記入してください。)

　『①　今までにかかった病気～』は、

　定期的に通院し服薬治療を行っている場合は　　服薬→　１ 

　定期的に通院し服薬治療を行っていない場合は　通院→　２

　を、記入してください。

◉ 食事・水分・薬などの制限はありませんが、前日の激しい運動や

飲酒はお控えください。

◉ 空腹時の結果を知りたい方は、朝食を抜いて午前の部で受診して

ください。

◉ 健康チェック票の注意事項もよく確認してください。

◉ 朝、起きて一番の尿を採る。(採尿方法説明書参照)

◉ 熱をはかり、健康チェック票を記入する。

腕が出しやすく、上下が分かれた服

靴下をはいてきてください。(会場は、はだし厳禁。)
飛沫防止のため、マスクの着用をお願いします。

国民健康保険被保険者証(忘れると受診できません。)
受診票、健康チェック票、尿検査容器(採取済)、

健診費用(1,000円)

　

　

① 総合保健福祉センター「１階」正面入口で健康チェック票を提出、

検温・手指消毒後、整理券を受け取る。

※整理券は、時間前に配布しませんので、配布開始10分以前に並ぶことは

　ご遠慮ください。

※整理券には、受付開始時間が書いてあります。受付開始時間までには、

　会場にお戻りください。係員がご案内します。

※整理券を紛失にご注意ください。紛失した整理番号での受付はできません。

② 市総合保健福祉センター「２階」で受付し、検査費用を払う。

※２階は、土足禁止ですので、入室時、靴を脱いでいただきます。(靴はお

　渡しする手提げ袋に入れていただきます。)

※２階は、土足禁止ですので、ベビーカー等の乗り入れはできません。

③ 健診をうける。

１.身長・体重測定　２.問診・血圧測定　３.腹囲測定　４.診察　5.採血　

(5.のあと医師の判断で対象になった方は　心電図・眼底検査・保健指導)

◉ 30代健診の対象者は、八街市国民健康保険加入者で、

昭和58年4月1日から平成5年3月31日生まれの30代の方です。

(令和5年3月31日現在で30代の方)

◉ 受診日に国保資格のない方は受診できません。

終了

　　【服　装】

       【持ち物】

（後日、遡り資格喪失をする方を含みます。）

受診票の記入方法

前日の注意事項

当日の注意事項

会場での流れと

注意事項

お車でお越しの方へ 駐車場の門扉は8:00過ぎには開錠しています。

開錠前の門扉付近・近隣での駐車・停車・旋回は、

近隣のご迷惑となりますので行わないでください。

重要な注意事項



〔予約先〕
(一社)千葉衛生福祉協会　千葉診療所
住所　千葉市中央区院内１－８－１２

電話　０４３－２２５－８９７７

　　　月～金曜日8:30～15:00

　 　　　土曜日8:30～10:00

〔健診期間・日時〕
令和4年8月1日(月)～令和5年2月28日(火)

月～木8:30～10:30／13:30～14:30

土曜日8:30～10:30 ※休診日を除く　

　受診票等の書類は、なくしたり、破損等された場合

は、再発行いたします。

　下記、国保年金課給付管理係までご連絡ください。

　再発行の際は、保険証をお持ちください。

　受診はやめ、体調の良い別日に受診してください。

尿検査容器を採取済みの場合などは、再度お渡しして

います。

　下記、国保年金課給付管理係までご連絡ください。

　ご案内(受診票)は、対象者全員に送付いたします。

※今年39歳の方は、次年度は特定健診のご案内を送付

いたします。健診項目は、30代健診と同じです。

　その他ご不明点は、お問い合わせください。

　□ 国民健康保険被保険者証
　　　　　　忘れた場合は、受診できません。

　□ 受診票

　□ 健康チェック票

　□ 尿検査容器（当日朝採取）

　□ 健診費用（１,０００円）

ＦＡＸ０４３－４４４－０８１５

当日の持ち物チェック
Ｙａｃｈｉｍａｔａ　　　八街市

市民部　国保年金課

　　 〒２８９－１１９２　

ＴＥＬ ０４３－４４３－１１３９

給付管理係

千葉県八街市八街ほ３５番地２９

予備健診

２頁の日程で、ご都合のつかない方は、健診実施機関の

千葉診療所でも受診することができます。(要予約)

こんなときはどうする･･･

受診票をなくしてしま

った。

受けようと思ったけど

当日、体調が

悪くなってしまった。

今年受診できなかった

けど、来年は案内が来

ないかもしれない。


