
　掲載事項について今後変更及び未定部分の確定等ありましたら保険者協議会事務局までご連絡ください。

　その都度、修正いたしますのでよろしくお願いいたします。

②医療保険者の皆様へ

　上記①により訂正及び追加等ありましたらその都度更新しますので随時確認のうえご活用ください。

③その他

　本表で掲げる健診会場で受診を希望する場合は原則として希望日の10日前までに予約が必要です。主な健診機関の予約受付時間は次のとおりです。

●　長野県健康づくり事業団　 ：　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9：00～18：00　（長野健康センター・伊那健康センターとも予約受付は一カ所で行う。）

●　中部公衆医学研究所 ：　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）8：30～17：00　

●　ＪＡ長野県厚生連健康管理センター ：　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）8：30～17：00

市町村コード 市町村名 健診機関番号 健診実施機関名 実施場所 住　　　所 実施年月日
参考

（国保被保険者の実施時間）
予約☎番号 備考

令和元年5月30日(木)

令和元年5月31日(金)

令和元年6月3日(月)

令和元年6月4日(火)

上久堅公民館 飯田市上久堅3769 令和元年6月5日(水)

令和元年6月6日(木)

令和元年6月7日(金)

令和元年6月10日(月)

令和元年6月11日(火)

令和元年6月12日(水)

令和元年6月13日(木)

三穂公民館 飯田市伊豆木5451-2 令和元年6月14日(金)

令和元年6月18日(火)
08時00分～10時00分
13時15分～15時00分

受付10時以降なら可（午
前）
受付15時～15時15分なら可
（午後）

令和元年6月17日(月)

令和元年6月19日(水)

令和元年6月20日(木)

川路公民館 飯田市川路2363 令和元年6月21日(金)

令和元年6月24日(月)

令和元年6月25日(火)

上村公民館 飯田市上村754-2 令和元年6月25日(火) 13時00分～13時30分

受付13時30分～13時45分な
ら可（午後）
※会場を間違えないように
お願いいたします。

令和元年6月26日(水)

令和元年6月27日(木)

令和元年6月28日(金)

令和元年7月1日(月)

令和元年7月2日(火)

令和元年7月3日(水)

令和元年7月4日(木)

令和元年7月5日(金)

令和元年7月8日(月)

令和元年7月9日(火)

令和元年7月10日(水)

令和元年7月11日(木)

令和元年7月12日(金)

令和元年7月17日(水)
08時00分～10時00分
13時15分～15時00分

受付10時以降なら可（午
前）
受付15時～15時15分なら可
（午後）

令和元年7月16日(火)

令和元年7月18日(木)

令和元年7月19日(金)

令和元年7月20日(土)

令和元年7月22日(月)

令和元年7月23日(火)

令和元年7月24日(水)

令和元年7月25日(木)

令和元年7月26日(金)

令和元年7月30日(火)

令和元年7月31日(水)

令和元年8月1日(木)

令和元年7月29日(月)
08時00分～10時00分
13時15分～15時00分

受付10時以降なら可（午
前）
受付15時～15時15分なら可
（午後）

令和元年7月4日(木)

令和元年7月10日(水)

令和元年7月11日(木)

令和元年7月29日(月)

てらとぴあ（手良公民館） 手良沢岡862-1 令和元年8月1日(木)

ＪＡ上伊那東部支所 高遠町小原733 令和元年8月8日(木)

気の里ヘルスセンター栃の木 長谷非持544-1 令和元年8月9日(金)

富県ふるさと館 富県6393-1 令和元年8月21日(水)

高遠町総合福祉センター 高遠町西高遠1644-1 令和元年8月30日(金)

西春近公民館 西春近5138-1 令和元年9月6日(金)

伊那市保健センター 山寺298-1 令和元年9月7日(土)

春近郷ふれ愛館 東春近1826 令和元年9月12日(木)

西町公民館 西町5027-1 令和元年9月25日(水)

伊那市保健センター 山寺298-1 令和元年9月27日(金)
14時30分～15時00分
18時30分～19時00分

日影公民館 日影289 令和元年10月2日(水) 10時00分～10時30分

令和元年10月6日(日)
10時00分～10時30分
14時30分～15時00分

令和元年10月8日(火) 10時00分～10時30分

令和元年10月16日(水) 14時30分～15時00分

令和元年10月17日(木)

令和元年10月18日(金)

令和元年12月7日(土)

飯田市南信濃和田2596-3

千代公民館 飯田市千代932-5

龍江公民館

西箕輪4000-8

美篶4999-1

飯田市龍江4517

上郷公民館 飯田市上郷飯沼3092-9

下久堅公民館 飯田市下久堅知久平118-1

松尾公民館 飯田市松尾城4012-1

中部公衆医学研究所 飯田市高羽町6-2-2

飯田市山本3378

飯田市桐林505竜丘公民館

中部公衆医学研究所2010517163

伊賀良公民館 飯田市大瀬木570-1

鼎保健センター 飯田市鼎上山1890-1

座光寺公民館 飯田市座光寺2535

山本公民館

南信濃地域交流センター

伊那市保健センター 山寺298-1

☎ 0120-106-969
※左記の時間は被用者受付
時間（国保被保険者実施
後）

西箕輪ぬくもり館

美篶きらめき館

200097 伊那市 2020700148 長野県健康づくり事業団

＜南信版＞平成３１年度市町村国保における集団健診実施予定表
≪市町村国保における集団健診日に被用者保険被扶養者の方も受診できる情報を掲載しております≫

※留意事項
①市町村国保担当者様へお願い

☎ 0265-24-1505

08時00分～10時00分

08時00分～10時00分

08時00分～10時00分

飯田市200055

08時00分～10時00分

受付10時以降なら可（午
前）

受付10時以降なら可（午
前）

受付10時以降なら可（午
前）

受付10時以降なら可（午
前）

10時00分～10時30分

10時00分～10時30分
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※留意事項
①市町村国保担当者様へお願い

令和元年6月3日(月)

令和元年6月4日(火)

令和元年6月5日(水)

令和元年6月6日(木)

令和元年6月7日(金)

令和元年6月8日(土)

令和元年6月10日(月)

令和元年6月11日(火)

令和元年6月12日(水)

令和元年6月13日(木)

令和元年7月2日(火)

令和元年7月3日(水)

令和元年7月4日(木)

令和元年7月5日(金)

令和元年7月7日(日)

令和元年7月8日(月)

ゆたん歩゜ 下諏訪町10616番地90 令和元年7月9日(火)

萩倉公会所 下諏訪町4590番地5 令和元年7月10日(水)

令和元年8月30日(金)

令和元年9月27日(金)

令和元年11月9日(土)

令和元年6月3日(月)

令和元年6月4日(火)

令和元年6月5日(水)

令和元年6月6日(木)

令和元年6月7日(金)

令和元年6月17日(月)

令和元年6月18日(火)

令和元年6月19日(水)

令和元年6月20日(木)

令和元年6月21日(金)

令和元年12月12日(木) 09時00分～11時00分

下古田公民館 箕輪町大字中箕輪4879 令和元年5月15日(水)

上古田公民館 箕輪町大字中箕輪6357 令和元年5月16日(木)

富田公民館 箕輪町大字中箕輪15879-1 令和元年5月17日(金)

令和元年5月20日(月)

令和元年5月21日(火)

令和元年5月22日(水)

令和元年5月23日(木)

令和元年5月24日(金)

令和元年5月26日(日)

令和元年5月27日(月)

令和元年5月28日(火)

令和元年5月29日(水)

令和元年5月30日(木)

令和元年5月31日(金)

保健センター 箕輪町大字中箕輪10124-9 令和元年6月2日(日)

三日町公民館 箕輪町大字三日町1617-2 令和元年6月3日(月)

福与公民館 箕輪町大字福与528 令和元年6月4日(火)

令和元年6月5日(水)

令和元年6月6日(木)

令和元年6月9日(日)

北小河内公民館 箕輪町大字東箕輪4896-1 令和元年6月17日(月)

南小河内公民館 箕輪町大字東箕輪3264-9 令和元年6月18日(火)

長岡公民館 箕輪町大字東箕輪270-1 令和元年6月19日(水)

令和元年6月25日(火)

令和元年6月26日(水)

令和元年6月27日(木)

令和元年6月28日(金)

成人大学センター 飯島町飯島1189-1 令和元年7月8日(月)

令和元年7月10日(水)

令和元年7月11日(木)

令和元年7月12日(金)

令和元年9月18日(水)

令和元年9月19日(木)

令和元年5月22日(水)

令和元年5月23日(木)

令和元年5月24日(金)

令和元年5月26日(日)

令和元年5月27日(月)

令和元年5月28日(火)

令和元年5月29日(水)

令和元年5月30日(木)

令和元年6月1日(土)

令和元年10月30日(水)

令和元年10月31日(木)

令和元年6月10日(月)

令和元年6月11日(火)

令和元年6月12日(水)

令和元年6月13日(木)

令和元年6月14日(金)

令和元年6月15日(土)

令和元年5月24日(金) 09時00分～15時30分

令和元年5月27日(月)

令和元年5月28日(火)

令和元年5月29日(水)

令和元年5月30日(木)

令和元年5月31日(金) 08時30分～15時00分

令和元年10月7日(月) 09時00分～15時30分

07時00分～12時00分

町保健センター 下諏訪町4590番地5

下諏訪町6758番地1

☎ 0267-82-2677

☎ 0120-106-969

大出コミュニティセンター 箕輪町大字中箕輪2184-1

保健センター 箕輪町大字中箕輪10124-9

保健センター

実施時間は申込状況により
変更する場合があります。

町保健センター 下諏訪町4590番地5

各地区公民館、
コミュニティセンター等

08時30分～15時30分

200428 下諏訪町 2010517163 中部公衆医学研究所

町保健センター

☎ 0265-24-1505

下諏訪町4590番地5

町老人福祉センター 下諏訪町6758番地1

富部公民館 下諏訪町6263番地

町保健センター 下諏訪町4590番地5

2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

200469 辰野町

町保健センター 下諏訪町4590番地5

町老人福祉センター

箕輪町 2020700148 長野県健康づくり事業団

木下公民館 箕輪町大字中箕輪11393-1

保健センター 箕輪町大字中箕輪10124-9

沢公民館 箕輪町大字中箕輪1740-1

箕輪町大字中箕輪10124-9

200485 飯島町 2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

飯島町文化館 飯島町飯島2489

七久保林業センター 飯島町七久保770-1

200477

☎ 0265-24-1505

08時30分～10時30分

☎ 0267-82-2677

未定

08時30分～15時00分

200493 南箕輪村 2010517163 中部公衆医学研究所 各地区公民館・村保健センター

200501 中川村 2010517163 中部公衆医学研究所 中川村保健センター 中川村大草4038-3

☎ 0267-82-2677200527 宮田村7027番地1宮田村 2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

宮田村老人福祉センター

詳細は広報紙にも掲載予定☎ 0265-24-1505

09時00分～15時00分

08時30分～15時30分

08時00分～10時00分
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＜南信版＞平成３１年度市町村国保における集団健診実施予定表
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※留意事項
①市町村国保担当者様へお願い

令和元年7月24日(水)

令和元年7月25日(木)

令和元年7月26日(金)

上新井地区コミュニティセンター（予定） 松川町元大島1654番地 令和元年10月15日(火)

福与地区ふれあい館（予定） 松川町生田909-1 令和元年10月16日(水)

松川中央公民館「えみりあ」 松川町元大島3720番地 令和元年10月17日(木)

令和元年8月26日(月)

令和元年8月27日(火)

令和元年8月28日(水)

令和元年8月29日(木)

令和元年9月9日(月)

令和元年9月10日(火)

令和元年9月11日(水)

令和元年9月12日(木)

令和元年10月9日(水)

令和元年10月10日(木)

令和元年10月11日(金)

令和元年10月12日(土)

新野ふれあい館 阿南町新野1493番地 令和元年9月19日(木)

富草老人福祉センター 阿南町富草4216番地 令和元年9月20日(金)

令和元年10月2日(水)

令和元年10月3日(木)

令和元年8月1日(木)

令和元年8月2日(金)

令和元年8月5日(月)

清内路公民館 阿智村清内路375-1 令和元年8月6日(火)

伍和公民館 阿智村伍和4555 令和元年8月7日(水)

智里東公民館 阿智村智里1050 令和元年8月8日(木) 08時00分～09時00分

智里西公民館 阿智村智里4034-2 令和元年8月8日(木) 12時30分～13時00分

浪合コミュニティ 阿智村浪合1018 令和元年8月9日(金)

令和元年10月20日(日)

令和2年2月5日(水)

200964 平谷村 2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

平谷村交流ホール 平谷村354番地 令和元年6月28日(金) 08時30分～15時00分 ☎ 0267-82-2677

200972 根羽村 2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

老人福祉センターしゃくなげ 根羽村2131番地1 令和元年6月27日(木) 08時00分～15時00分 ☎ 0267-82-2677

令和元年7月18日(木)

令和元年7月19日(金)

令和元年9月19日(木)

令和元年9月20日(金)

令和元年7月25日(木)

令和元年7月26日(金)

令和元年9月2日(月) 09時00分～15時30分

令和元年9月3日(火)

令和元年9月4日(水)

令和元年9月5日(木)

令和元年9月17日(火) 09時00分～15時30分

令和元年9月18日(水) 08時30分～15時30分

令和元年6月3日(月)

令和元年6月4日(火)

令和元年6月5日(水)

令和元年7月1日(月)

令和元年7月2日(火)

2012517351 大鹿村立診療所 大鹿村立診療所 大鹿村大河原362番地 平成31年4月～令和2年3月
13時00分～15時00分
（毎週木曜日）

☎ 0265-39-2001

2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

大鹿村母子健康センター 大鹿村大河原354番地 令和元年10月8日(火) 09時30分～15時00分 ☎ 0267-82-2677

松川中央公民館「えみりあ」 松川町元大島3720番地

2020700114200899 松川町
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

09時00分～15時00分 ☎ 0267-82-2677

202070014

200907 高森町

やすらぎ荘

ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

高森町山吹3618

2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

高森町福祉センター 高森町下市田2183-1

☎ 0267-82-2677
08時30分～11時00分
13時00分～15時30分

08時00分～10時00分 ☎ 0265-24-1505

200915 阿南町

200949 阿智村 2010517163 中部公衆医学研究所

町民会館 阿南町西條2333番地1

200980 下條村 2010517163 中部公衆医学研究所 いきいきらんど下條 下條村陽皐１番地
被用者保険被扶養者の受付
時間は10時00分～10時30分

200998 売木村 2010517163 中部公衆医学研究所 文化交流センターぶなの木 売木村915番地2 08時00分～10時00分 ☎ 0265-24-1505

201020 喬木村 2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

喬木村福祉センター 喬木村6664番地

豊丘村 2020700114
ＪＡ長野県厚生連
健康管理センター

豊丘村保健センター 豊丘村神稲3120 9時00分～15時00分 ☎ 0267-82-2677

201046 大鹿村

08時30分～15時30分
☎ 0267-82-2677

201038

保健センター 阿智村駒場483

☎ 0265-24-1505

☎ 0267-82-2677

保健センター 阿智村駒場483

08時30分～15時00分

08時00分～10時00分

08時00分～10時00分


