
機密性2
令和4年4月1日

月 日

現在、中止情報等はございません。

市町村名
健　診　日　程

健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

芦屋町　 4月～3月の指定日
地方独立行政法人

芦屋中央病院

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

  詳細は、広報あしや（4月号）に折り込みの

  健康カレンダーをご確認ください。

  病院での受診のため特定健診の料金が必要になります。

  7月実施分は広報5月号（5/1全戸配布）、

  10月実施分は広報8月号（8/1全戸配布）の

  広報にチラシと申込票を同封致します。

10月 21日（金）・23日（日）

朝倉市

7月 29日（金）・31日（日）

赤村保健センター

５月３0日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

11月
24日（木）

25日（金）
ピーポート甘木

　　　　　　 ９月２８日（水）から

　　　  　１０月１２日（水）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

赤村
ご案内を

ご確認ください

９月２１日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

天災による中止等、緊急連絡がある場合はこちらに掲載します。
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

　お申込み方法等は、協会けんぽより自宅に

　別途お送りするご案内でご確認ください。

　詳しくは、

　協会けんぽ福岡支部にお問い合わせください。

  日程のみ、市の広報4月号と同時にチラシを全戸配布します。

　　　16日（金）・17日（土） 穂波福祉総合センター

　　　20日（火）
頴田交流センター別館
（旧サンシャインかいた）

　　　　　１０月２０日（木）から

　　　  　１１月　 ２日（水）まで
飯塚市 12月

　　　15日（木）・19日（月）

　　　21日（水）
庄内交流センター

１０月１４日（金）

オレンジ色

の封筒が目印
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

宇美町
5月～11月の指定日

※要予約
町内公共施設

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

 お申込み方法等は、広報うみ3月号折込み(3/15配布)

 の「けんしんガイド」でご確認ください。

 ※追加項目（心電図、尿酸、クレアチニン、

    ヘモグロビンA1ｃ、総コレステロール、尿潜血、

　  尿中ナトリウム・カリウム）の受診が必須となり、

　  500円の受診料が必要となります。

   （追加項目は宇美町独自の取り組みとなります。）

うきは市
6月～10月実施予定

（全35日間）

うきは市役所西別館

かわせみホール

（うきは市民ホール）

うきはアリーナ

（うきは市立総合体育館）

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

事前予約はありませんが「特定健診受診券（セット券）」

と「保険証」をお忘れないようご注意ください。

日程やがん検診項目などの詳細は、広報うきはまたは、

うきは市ホームページに掲載しています。

　　　　　   ６月   １日（水）から

　　　    　 ６月１４日（火）まで

お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

別途お送りするご案内でご確認ください。
※がん検診のみの受診をご希望の方は、4月に全戸配布している

   「令和4年度糸島市 特定健診・がん検診のご案内」をご確認

　 のうえ、お申込みください。

糸田町 10月

　20日（木）・21日（金）

　22日（土）・23日（日）

　28日（金）・29日（土）

　30日（日）

糸田町保健センター

７月２９日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　８月　 ４日（木）から

　　　  　　８月１８日（木）まで

 コラボ健診の申込み受付は

「協会けんぽ健診予約センター」のみで行います。

糸田町への直接の申込みはできませんので、ご注意

ください。お申し込み方法・期間等は、協会けんぽより

発送されるご案内でご確認ください。

※がん検診のみの受診希望の方は、糸田町よりお送り

   する封書で確認の上、個別の申込みハガキにてお申

   込みください。

糸島市 8月
  1日（月）・22日（月）

28日（日）・31日（水）

糸島市健康福祉センター

あごら

５月２６日（木）

オレンジ色

の封筒が目印

3



機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

12月 5日（月)　・23日（金）

1月 17日（火）

12月 　8日（木）

1月 25日（水）

大野城市

すこやか交流プラザ

９月１６日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　９月２６日（月）から

　　　 　１０月 　７日（金）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

南コミュニティセンター

大任町 1月中旬 頃 大任町役場
協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報紙を

ご確認ください

 「広報おおとう 5月号」にて募集。

 ご案内について個別通知はありませんので、

 広報紙をご確認ください。

 ※「特定健診受診券（セット券）」と「保険証」を

　　 お忘れないようご注意ください。

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

大木町

6月

   5日（日）

   7日（火）

 12日（日）
大木町

健康福祉センター

４月４日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　４月　 ８日（金）から

　　　  　　４月２１日（木）まで

  お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

  別途お送りするご案内でご確認ください。

11月

 13日（日）

 15日（火）

 20日（日）

大川市 9月
  5日（月）

26日（月）
大川市健康福祉センター

７月５日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　７月１１日（月）から

　　　  　　７月２５日（月）まで
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

 詳細は「広報おかがき」（８月号）を

 ご確認ください。
岡垣町 10月

15日（土）

16日（日）

(日程は変わることがあります）

おかがき総合福祉保健センター

いこいの里

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 

 ※全日程のお申込みを同時に受け付けます。

 ※がん検診のみ受診をご希望の人は、

 ４月15日号広報をご確認のうえ、市福祉課

 (TEL 0944-41-2668)へ直接お申込みください。

7月   2日（土）

8月  6日（土）

9月 14日（水）

大牟田市

6月 15日（水）

大牟田市

保健センター

４月１３日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　４月１９日（火）から

　　　 　　 ５月 　６日（金）まで
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

1月      14日（土）・24日（火）

春日市

12月        7日（水）・17日（土）

春日市

いきいきプラザ

９月２９日（木）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　１０月　  ５日（水）から

　　　 　 １０月 １９日（水）まで

遠賀町 5～10月の指定日

遠賀コミュニティーセンター

遠賀町中央公民館

遠賀町民体育館（田園公民館）

ふれあいの里

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

 　受診できる方は遠賀町民のみです。

　 特定健診のみをご希望の方:予約不要。

 　がん検診を希望される方：町より3月末頃お届け

 　しているハガキまたはお電話でお申込みください。

 　健康保険証、特定健診受診券を必ずお持ちください。

小郡市 11月
1日（火）

2日（水）

小郡市総合保健福祉センター

あすてらす

８月１９日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　８月２５日（木）から

　　　 　　 ９月 　７日（水）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 ※肝炎ウイルス検査は事前予約ではなく、健診当日

    申し出ください。（過去に受診したことがない方が

    対象です。）

6



機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

7月
　 24日（日）

★25日（月）

8月
 ★ 5日（金）・★26日（金）

   29日（月）・   31日（水）

12月
　4日（日）

  5日（月）

粕屋町

5月
18日（水）・19日（木）

23日（月）・24日（火）

粕屋町健康センター

４月１日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

ご案内を

ご確認ください

　●粕屋町の住民が対象です。

  ●事前予約が必要です。

  ●Webでも予約ができます！

  　 「粕屋町けんしん予約」で検索ください。

  ●左記日程の★印はレディースデーです。

　 　女性の方のみ受診できます。

  ●予約受付開始

　　受診の時期によって異なります。

　　詳しい情報は、

　　・3月下旬に全戸配布するチラシ

　　・広報かすや5月号

　　・ホームページ（４月頃）に掲載します。

 

 　 健診予約ダイヤル☎092-938-2421

　　※今年度は追加日程はありません。

9月
★ 6日（火）・ 　  9日（金）

  12日（月）・   18日（日）

10月
　   2日（日）・★24日（月）

   28日（金）・   29日（土）

11月
 ★ 1日（火）・     7日（月）

   16日（水）

6月
  5日（日）・  6日（月）

15日（水）・16日（木）
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

香春町 9月 13日（火）～17日（土）

８月１日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　８月　  ５日（金）から

　　　 　 　８月 １９日（金）まで

なごみの杜かわら

７月１１日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　７月 １５日（金）から

　　　 　 　７月 ２９日（金）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 ※追加項目（心電図、尿酸、クレアチニン、

     ヘモグロビンA1c、尿潜血）の受診が必須と

     なり、500円の受診料が必要となります。

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

川崎町

7月
　　29日（金）・ 30日（土）

　　31日（日）

川崎町保健センター

５月３１日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

ご案内を

ご確認ください

 日程・お申込み方法等は、協会けんぽより

 ご自宅に別途お送りするご案内でご確認く

 ださい。

嘉麻市 10月  2日（日） 碓井住民センター

8月
 19日（金）

 21日（日）

12月

　　 　2日（金）・   3日（土）

　　 　4日（日）・   9日（金）

　 　11日（日）・ 12日（月）

　 　13日（火）・ 14日（水）

　　 16日（金）
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

鞍手町 9月   6日（火）
鞍手町

総合福祉センター

７月６日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　７月 １２日（火）から

　　　 　 　７月 ２６日（火）まで

 　お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 　お送りするご案内でご確認ください。

 　※健診対象者は、鞍手町に住民票のある方に

    　 限ります。

北九州市

 門司区 7月 3日（日） 門司区医師会健診会館

４月１２日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

ご案内を

ご確認ください

  お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

  別途お送りするご案内でご確認ください。

  ※健診対象者は、北九州市在住の方に限ります。

　※お申込み時期・特定健診については、協会けんぽ

　福岡支部 にお問い合わせください。(092-283-7621)

 小倉北区
6月21日（火）

6月28日（火）
小倉医師会館

 小倉南区
6月14日（火）

6月17日（金）
小倉南生涯学習センター

 若松区 6月20日（月） クレカ若松

戸畑区 6月  9日（木） ウェルとばた

 八幡東区

6月13日（月）

     15日（水）

     16日（木）

西日本産業衛生会

八幡健診プラザ

 八幡西区

 6月 6日（月）

 7月 8日（金）

7月22日（金）

黒崎ひびしんホール
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

　　　　　　 　1日（水）

　　　　　　 　3日（金）

　　　　　　 　4日（土）

　　　　　　　 5日（日）

　　　　　　 　7日（火）

　　　　　　 　8日（水）

　　　　　 　10日（金）

　　　　　 　18日（土）

　　　　　 　22日（水）

 コラボ健診の申込み受付は「協会けんぽ健診予約

 センター」にて行います。申込み方法・期間等は、

 協会けんぽよりご自宅に送付するご案内で、ご確認

 ください。

 ※がん検診のみの受診をご希望の古賀市民の方は、市の検診として

　　日程を設けています。古賀市集団健診の予約センターにて、電話

　　及びハガキ・インターネットで申し込み受付を行ないます。

    申し込み方法は、3月下旬に全戸配布する「古賀市けんしん

　　ガイド」にてご確認ください。

9月      4日（日）・    5日（月）

古賀市

8月 　 26日（金）・  27日（土）

サンコスモ古賀

６月２７日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　７月 　 １日（金）から

　　　 　 　７月 １４日（木）まで

　　　　　　４月 ２２日（金）から

　　　 　 　５月 １１日（水）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

上毛町 8月 24日（水） げんきの杜

６月７日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　６月 １３日（月）から

　　　 　 　６月 ２４日（金）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 ※健診対象者は、上毛町に住民票のある方

　　に限ります。

桂川町 6月 21日（火） 桂川町総合福祉センター

４月１８日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

   お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

   別途お送りするご案内でご確認ください。

   ※健診対象者は、久留米市に住民票がある方に

      限ります。

コスモすまいる北野

コスモすまいる北野

三潴生涯学習センター

久留米市役所

三潴生涯学習センター

久留米リサーチセンタービル

城島げんきかん

久留米市役所

久留米市 6月

田主丸保健センター

４月５日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　４月 １１日（月）から

　　　 　 　４月 ２２日（金）まで
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

 詳細は、４月に配布する広報または

 篠栗町健康カレンダーでご確認ください。

志免町 7月
5日（火）・  6日（水）

7日（木）・25日（月）

志免町役場

町民ふれあいセンター

1階

５月６日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　５月 １２日（木）から

　　　 　 　５月 ２５日（水）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

10月 4日（火） 町民体育館

篠栗町
7月・9月・10月・11月・１月

の指定日

篠栗町総合保健福祉センター

オアシス篠栗

小竹町

9月 8日（木） 総合福祉センター

７月８日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　７月 １４日（木）から

　　　 　 　７月 ２８日（木）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

　　　  1日（土）・   2日（日）

 　　　 3日（月）・ 12日（水）

　　　13日（木）・ 29日（土）

　　　30日（日）

11月
　　  11日（金）・ 12日（土）

　　  13日（日）

12月

お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

別途お送りするご案内でご確認ください。

★印の日程は骨密度測定を実施します。

　対象の方は、13日の検診をお申込み下さい。

須恵町 9月
★13日（火）

　 14日（水）

須恵町役場

保健センター

７月１３日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　７月 ２０日（水）から

　　　 　 　８月 　 ２日（火）まで

新宮町

7月
13日（水）

14日（木）

シーオーレ新宮

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

　　　  5日（月）・   6日（火）

9月  10日（土） 相島きずな館

 町の広報誌6月号折り込みをご確認ください。

（5月25日頃 全戸配布）

8月

20日（土）

21日（日）

22日（月）

9月

        8日（木）・   9日（金）

      13日（火）・ 14日（水）

      15日（木）・ 30日（金）

10月
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

筑後市

11月 2回

筑後市保健センター
（筑後市役所東庁舎1階）

８月２５日（木）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　８月 ３１日（水）から

　　　 　 　９月 １３日（火）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

12月 1回

大刀洗町 7月 12日（火） 大刀洗ドリームセンター

５月１１日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　５月 １７日（火）から

　　　 　 　５月 ３０日（月）まで

お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

別途お送りするご案内でご確認ください。

※ご案内が届いてから予約開始となります。

※健診対象者は田川市に住民票のある方に

　 限ります。1月 25日（水）調整中

太宰府市 8月

　　17日（水）・　23日（火）

　　24日（水）・　25日（木）

　　26日（金）

未定

６月１日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　６月 　 ７日（火）から

　　　 　 　６月 ２０日（月）まで

  お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

  別途お送りするご案内でご確認ください。

田川市

12月 10日（土）調整中

田川市保健センター

１０月１１日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　１０月 １７日（月）から

　　　 　 １０月 ２８日（金）まで

添田町

6月・10月に9日間実施予定

  6月（5日間）

10月（4日間）

 添田町体育館
協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

 詳しくは、町の広報誌5月号、ホームページ等

 にてご案内いたします。

 添田町役場 保健福祉環境課 健康対策係へ

 お電話にてお申込み下さい。

　(☎0947-88-8111)
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

６月 14日（火）

6月
  ★15日（水） ・ ★ 16日（木）

     17日（金） ・　   18日（土）

9月

    ★1日（木） ・      2日（金）

    ★3日（土） ・   ★4日（日）

  ★19日（月） ・ ★20日（火）

10月    11日(火)   ・ ★12日(水）

８月 20日（土）

7月

 1日(金)・★2日(土)・★3日(日)

 4日(月)・5日(火)・25日(月)

★26日(火)・★27日(水)・★28日(木)

9月
★5日(月)・★6日(火)・15日(木)

16日(金)・17日(土)・★18日(日)

筑前町

ちくぜん少年大使館

４月１１日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　４月 １５日（金）から

　　　 　 　４月 ２８日（木）まで

がん検診も申し込む場合は、以下の手順です。

①4月頃、協会けんぽよりオレンジ色のご案内が届いたら

　先に特定健診を電話で協会けんぽ健診予約センターに

　申し込む。

②4月末頃、広報ちくぜん5月号の「令和4年度住民健診

　のご案内」が届いたら、①で予約した特定健診と同じ日

　でがん検診を申し込む（WEBまたは予約申込書）

 詳しいお申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 

【★マークあり】

　    特定健診・がん検診・女性がん検診

【★マークなし】

　    特定健診・がん検診のみ

めくばーる健康福祉館

筑前町立隣保館

コスモスプラザ保健館

   お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

   別途お送りするご案内でご確認ください。

２月

　　 　3日（金）・  ５日（日）

　　　 8日（水）・ 11日（土）

　　　　　　  （予定）

築上町 9月 27日（火）
保健センター

チアフルついき

７月２６日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　８月 　 １日（月）から

　　　 　 　８月 １５日（月）まで

   お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

   別途お送りするご案内でご確認ください。

筑紫野市

１月
28日（土）

（予定）
筑紫野市総合保健

福祉センター

カミーリヤ

１１月２４日（木）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　１１月 ３０日（水）から

　　　 　 １２月 １３日（火）まで
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

5月 22日（日）

7月 20日（水）

11月 13日（日）

6月 12日（日）

8月 24日（水）

12月 10日（土）

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

12月 13日（火）

中間市 7月
18日（月）

19日（火）
中間市保健センター

５月１３日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　５月 １９日（木）から

　　　 　 　６月 　 １日（水）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

那珂川市

8月 22日（月）

那珂川市

　保健センター

６月２１日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　６月 ２７日（月）から

　　　 　 　７月 　 ８日（金）まで

東峰村

いずみ館

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

   4月中旬に役場より村内全戸へチラシ

　 『総合健（検）診 のお知らせ』を

　 配布致します。 詳細はそちらをご覧ください。

　（健診の事前予約不要）

　※東峰村に住民票がある人のみ受診できます。小石原公民館

せせらぎ鼓
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

広川町 7月２６日（火）
広川町

産業展示会館

４月２８日（木）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　５月 １０日（火）から

　　　 　 　５月 ２３日（月）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 ※直方市に住民票がある人のみ受診できます。

 ※左記の日程で受診をご希望の方は、必ず

   「ご案内」の申込み方法でお申込みください。

久山町 7月～9月
久山町

ヘルスC＆Cセンター

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

・ 日程・検査項目・対象年齢・お申込み方法等、

 　詳しくは4月に配布される「健診申込書」 を

 　ご覧ください。

・ がん検診は各々対象年齢が設定されています

　 ので、必ずご確認ください。

直方市 8月
17日（水）

18日（木）
中央公民館

６月１４日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　６月 ２０日（月）から

　　　 　 　７月 　 １日（金）まで
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

５月２４日（火）

６月１７日（金）

７月１３日（水）

８月３１日（水）

５月２８日（土）

          ８月　 ６日（土)

                ３０日（火）

          ９月　 ９日（金）

                ２６日（月）

　　　　　７月２４日（日）

　　　１０月２３日（日）

　　　　　５月２９日（日）

　　　 　　6月２６日（日）

　　　　　８月２８日（日）

　　　　　９月１８日（日）

6 月２５日（土）

７月　１日（金）

　　　　２日（土）

福岡商工会議所

赤坂総合健診センター

福岡国際総合健診センター

福岡市

中央区

博多区

早良区

城南区

南区

福岡市立博多体育館

４月７日（木）

オレンジ色

の封筒が目印

ご案内を

ご確認ください

　　お申し込み方法等を記載したご案内を対象の方

　　のご自宅へ送付いたします。

　　調整中の会場の日程につきましても、確定し次第、

　　ご自宅へ送付いたします。

　　ご案内の送付前にご連絡いただきましても申込受

　　付等の対応はできかねます。

　　ご了承ください。

　　新型コロナウイルスワクチン接種の状況により

　　会場及び日程が変更、中止となることがございます。

東区 なみきスクエア

４月２6日（火）

オレンジ色

の封筒が目印
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

８月　８日（月）

          ９月１０日（土）

　              ２１日（水）

　　　　１０月　１日（土）

８月　  7日（日）

　　  １２日（金）

 　   ２５日（木）

　 　 ２８日（日）

９月１９日（月）

西区 福岡市立西体育館

６月24日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

福岡市
ご案内を

ご確認ください

　　お申し込み方法等を記載したご案内を対象の方

　　のご自宅へ送付いたします。

　　調整中の会場の日程につきましても、確定し次第、

　　ご自宅へ送付いたします。

　　ご案内の送付前にご連絡いただきましても申込受

　　付等の対応はできかねます。

　　ご了承ください。

　　新型コロナウイルスワクチン接種の状況により

　　会場及び日程が変更、中止となることがございます。

東区 なみきスクエア

４月２6日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

上記の他、数ヶ所会場調整中
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

7月 　　29日（金）・30日（土）

8月
　　　5日（金）・  6日（土）

　　　7日（日）・  8日（月）

9月
　　22日（木）・23日（金）

　　24日（土）

水巻町

【日程は変更になる場合があります】

いきいきほーる
協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

●コラボ健診（がん検診と特定健診）ご希望の場合

　電話でのみ受付します。 予約受付期間：広報に記載

  ①②両方に電話でお申し込みください。

　   ①水巻町健康課（いきいきほーる）：093-202-3212

　   ②遠賀中間医師会健診センター　   ：093-281-3878

　　　　　各日　定員10名

●がん検診のみご希望の場合：

  水巻町健康課（いきいきほーる）へはがきまたは電子申請

  または電話でお申し込みください。

  詳細は、広報、ＨＰでご確認ください。

　　　　　　７月 　 ７日（木）から

　　　 　 　７月 ２１日（木）まで

豊前市

12月 　8日（木）

豊前市総合福祉センター

１０月６日（木）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　１０月 １３日（木）から

　　　 　 １０月 ２６日（水）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

福津市 8月
　    1日（月）・ 9日(火）

    18日（木）
ふくとぴあ

５月２４日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　５月 ３０日（月）から

　　　 　 　６月 １０日（金）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 「特定健診」についてのお問合せは、協会けんぽ

 福岡支部（092-283-7621）まで。

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

1月 26日（木）

福智町
9月～11月の指定日

（予定）

金田保健センター

（予定）

７月１日（金）

オレンジ色

の封筒が目印
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 ※コラボ健診での受診をご希望の方は、その他の集団健診

     日程との2重予約はできません。やむを得ず受診できない

     項目があった場合、コラボ健診終了時点で空いている日程

     をご案内します。12月
　　　7日（水）・　9日（金）

　　15日（木）

宗像市

11月 　　28日（月）・29日（火）

メイトム宗像

８月３０日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　９月  　 ５日（月）から

　　　 　 　９月  １６日（金）まで

  申込み受付は「協会けんぽ健診予約センター」にて

  行います。 申込み方法・期間等は、協会けんぽより

  ご自宅にお送りするご案内でご確認ください。

 

  ※全日程のお申込みを同時に受付けます。

9月 　6日（火）・　7日（水）

マリーホール宮田

1月 15日（日）・16日（月）

宮若市

8月 18日（木）・19日（金）
宮若市保健センター

パレット

６月１７日（金）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　６月 ２３日（木）から

　　　 　 　７月  　６日（水）まで

みやこ町 10月 5日（水）

みやこ町役場

本庁別館

（勝山）

８月３日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　８月 　 ９日（火）から

　　　 　 　８月 ２３日（火）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

みやま市
7月～10月の指定日

（26日間実施予定）
市内各所

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

 ※事前予約制
     健診受診には必ずお申込みが必要です。

  5月中旬頃に 「R4年度みやま市住民健診

　まるわかりガイド」を全戸配布しますので、そちらをご参照ください。
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。

４月２７日（水）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　  　５月  　９日（月）から

　　　   　 ５月 ２０日（金）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

※掲載のない市町村では、コラボ健診の実施予定はありません。

1月 13日（金）

吉富町 6月 30日（木） 吉富あいあいセンター

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

12月
 5日（月）

 9日（金）

行橋市

12月  7日（水）

ウィズゆくはし

１０月４日（火）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　１０月 １１日（火）から

　　　 　 １０月 ２４日（月）まで

 お申込み方法等は、協会けんぽよりご自宅に

 別途お送りするご案内でご確認ください。

 ※がん検診のみの受診を希望される方は、市の検診

    として別に日程を設けています。

    詳細は市ホームページまたは市報等でご確認ください。

 ※コラボ健診を含め、市のがん検診の受診は年度内に

 　 1回までです。　ご注意ください。

八女市

11月 30日（水）

八女市健康増進施設

べんがら村

９月２６日（月）

オレンジ色

の封筒が目印

　　　　　　 ９月 ３０日（金）から

　　　 　 １０月 １４日（金）まで

柳川市
7月～11月に

全18回を予定

市内3会場にて

実施予定

協会からのご案内はござ

いません

お住いの市町村の広報誌を

ご確認ください

 ※事前予約制

     詳細は6月1日号(5月下旬全戸配布)の

     市広報誌と一緒にお届けするパンフレットを

     ご覧ください。
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機密性2

月 日
市町村名

健　診　日　程
健診会場 ご案内発送日 申込み期間 お申込みについて

「コラボ健診」が受診できる市町村一覧 （五十音順） ＜2022年4月1日～2023年3月31日＞

※「特定健診」のお問合せは、協会けんぽ福岡支部（ 092-283-7621）へ。 健診日程・会場等の変更箇所は赤字で記載しております。
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