
１　集団健診（特定健康診査）日程表　（令和２年度）

地区 市町村 健診機関
健診当日
初回面談

実施
健診会場 健診会場住所 受付時間 問合先

（医社）福生会 斎藤労災病院 （医社）福生会 斎藤労災病院 千葉市中央区道場南1-12-7 13：30-15：00(要予約) 043-227-7453

まくはり診療所健康管理センター ○ まくはり診療所健康管理センター 千葉市花見川区幕張町5-392-3 8：45-11：00(要予約) 043-276-1851

轟クリニック ○ 轟クリニック 千葉市稲毛区轟町1-13-3 9：00-15：00(要予約) 043-306-8503

(一財)柏戸記念財団 長洲柏戸クリニック２階 (一財)柏戸記念財団 長洲柏戸クリニック２階 千葉市中央区長洲2-20-27 9：30-11：00(要予約) 043-222-2873  

(一社）千葉衛生福祉協会千葉診療所健診センター (一社）千葉衛生福祉協会千葉診療所健診センター 千葉市中央区院内1-8-12 13：30-15：00(要予約) 043-224-2016

ちば県民保健予防財団 7月28日(火) ちば県民保健予防財団総合健診センター 千葉市美浜区新港32-14 14：30-16：00(要予約) 043-246-0265

習志野市 新浦安虎の門クリニック ○ 8月15日(土) 9月11日(金) 2月26日(金) 新習志野公民館 習志野市秋津３－６－３ 9：45-11：00 047-381- 2088 

10月12日(月) 市原市保健センター 市原市更級5-1-27 9：00-10：30　13：30-14:30

7月16日(木) 8月4日(火) 9月7日(月) 9月17日(木) 10月8日(木) 11月9日(月)

12月7日(月) 12月14日(月) 　 　 　 　

9月5日(土) 11月15日(日) 市役所第2庁舎 市原市国分寺台中央1-1-1 9：00-10：30　

7月20日(月) 9月8日(火) 10月5日(月) 10月19日(月) 11月6日(金) 11月30日(月)

12月15日(火)

7月30日(木) 9月24日(木) 10月29日(木) 12月2日(水) 辰巳公民館 市原市辰巳台西3-14-1 9：00-10：30　

9月25日(金) 11月5日(木) 12月3日(木) なのはな館（南部保健福祉センター） 市原市牛久３７７-1 9：00-10：30　

9月16日(水) 12月16日(水) 市津公民館 市原市下野90-1 9：00-10：30　

10月21日(水) 11月12日(木) ちはら台コミュ二テイセンター 市原市ちはら台南6-1-3 9：00-10：30　

9月23日(水) 加茂公民館 市原市養老949-1 9：00-10：30　

8月25日(火) 千種コミュ二テイセンター 市原市千種2-1-2 9：00-10：30　

八千代市 巡回中止

8月24日(月) 9月27日(日) 市川市文化会館 市川市大和田1-1-5 9：45-11：00

7月27日(月) 行徳文化ホールI&I 市川市末広1-1－48 9：45-11：00

船橋市 巡回中止

8月1日(土) 9月4日(金) 六実市民センター 松戸市六高台3-71 9：45-11：00

8月22日(土) 11月7日(土) 1月22日(金) 松戸市森のホール 松戸市千駄堀646－4 9：45-11：00

野田市 新浦安虎の門クリニック ○ 9月26日(土) 11月8日(日) 12月16日(水) 3月9日(火) 野田地域職業訓練センター 野田市中根３２３－３ 9：45-11：00 047-381- 2088

柏市 ちば県民保健予防財団 9月28日(月) 9月29日(火) 柏市中央保健センター 柏市柏下66-1 9：30-11：30　 043-246-0265

流山市 長洲柏戸クリニック 9月18日(金) 流山市民会館（ホール ホワイエ） 流山市加1-16-2 10：00-12：30 043-222-2873

我孫子市 平和台病院  4月1日～3月31日 （月～金曜日） 平和台病院　予防医療センター 我孫子市布佐834-28 13：30－15：30 04-7189-1119

鎌ヶ谷市 平和台病院 今年度実施せず

浦安市 新浦安虎の門クリニック 今年度実施せず 　 　 　 　

成田市 長洲柏戸クリニック 10月23日(金) 11月5日(木) 12月7日(月) 成田市保健福祉館（多目的ﾎｰﾙ） 成田市赤坂1-3-1 9：00-12：00 043-222-2873

佐倉市 轟クリニック ○ 11月30日(月) 佐倉市西部地域福祉センター 佐倉市中志津2-32-4 9：00-11：30　 043-306-8503

四街道市 ちば県民保健予防財団 ○ 12月10日(木) 12月11日(金) 四街道市保健センター 四街道市鹿渡無番地 9：30-11：30　 043-246-0265

酒々井町 千葉診療所 12月14日(月) 酒々井町保健センター 印旛郡酒々井町中央台4-10-1 9：30-11：30 043-224-2016

1月25日(月) 9：30-11：30　14：00-15:00

1月26日(火) 9：30-11：30

富里市 新浦安虎の門クリニック ○ 7月28日(火) 9月2日(水) 10月3日(土) 11月20日(金) 1月19日(火) 富里中央公民館 富里市七栄652-1 9：45-11：00 047-381- 2088 

白井市 平和台病院  4月1日～3月31日 （月～金曜日） 平和台病院　予防医療センター 我孫子市布佐834-28 13：30－15：30 04-7189-1119

印西市 ちば県民保健予防財団 043-246-0265

栄町 千葉診療所 12月16日(水) ふれあいプラザさかえ文化ホールホワイエ 印旛郡栄町安食938-1 9：30-11：30 043-224-2016

047-381- 2088 

松戸市 新浦安虎の門クリニック

東
葛
飾

市川市 新浦安虎の門クリニック ○

※土、日、祝日、7/1、12/30～1/3は休み（水曜日午後、休診の場合有り）

○ 047-381- 2088 

9：00-10：30　

印
旛

八街市 千葉診療所

※定員は各日とも100名とさせていただきます。

千
葉

千葉市

各健診機関へ予約連絡

各健診機関へ予約連絡

各健診機関へ予約連絡

各健診機関へ予約連絡

各健診機関へ予約連絡

市原市 ちば県民保健予防財団

印西市の巡回健診は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりました。

令和２年１２月２５日更新

健診予定日

043-246-0265

市原市保健センター

043-224-2016八街市総合保健福祉センター 八街市八街ほ35-29

※土、日、祝日、7/1、12/30～1/3は休み（水曜日午後、休診の場合有り）

市原市更級5-1-27 9：00-10：30　

アネッサ(姉崎保健福祉センター） 市原市椎津1131

市原市の巡回健診は、

新型コロナウイルス感染症の影響で

中止となりました。



12月3日(木) 香取市佐原中央公民館（3階） 香取市佐原イ211 9：30-11：30　14：00-15:00 043-224-2016

12月4日(金) 香取市佐原中央公民館（3階） 香取市佐原イ211 9：30-11：30　 043-224-2016

神崎町 千葉診療所 12月2日(水) 神崎ふれあいプラザ 香取郡神崎町神崎本宿96番地 9：30-11：30　 043-224-2016

多古町 巡回中止

東庄町 ちば県民保健予防財団 043-246-0265

銚子市 長洲柏戸クリニック 10月12日(月) 銚子市保健福祉センター(2階大会議室) 銚子市若宮町4-8 9：30-12：00 043-222-2873

旭市 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず 　 　 　

匝瑳市 長洲柏戸クリニック 10月13日(火) 匝瑳市民ふれあいセンター(2階会議室) 匝瑳市八日市場ハ793-35 9：30-12：00 043-222-2873

東金市 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず 

12月7日(月) 成東保健福祉センター 山武市殿台296 9：30-11：30　14：00-15:00 043-224-2016

12月8日(火) 成東保健福祉センター 山武市殿台296 9：30-11：30　 043-224-2016

大網白里市 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず

九十九里町 ちば県民保健予防財団 043-246-0265

芝山町 千葉診療所 12月1日(火) 中央研修所 芝山町小池992 9：30-11：30 043-224-2016

横芝光町 長洲柏戸クリニック 11月20日(金) 横芝光町健康づくりｾﾝﾀｰﾌﾟﾗﾑ(1階研修室) 横芝光町栗山1076 9：30-12：00 043-222-2873

茂原市 ちば県民保健予防財団 3月1日(月) 3月2日(火) 3月15日(月) 3月19日（金） 茂原市保健センター 茂原市高師3001 9：30-11：30　13：30-14:30 043-246-0265

一宮町 千葉診療所 11月30日(月) 一宮町保健センター 長生郡一宮町一宮2461 9：30-11：30　 043-224-2016

睦沢町 千葉診療所 12月17日(木) 農村環境改善センター 長生郡睦沢町下之郷1650-1 9：30-11：30　 043-224-2016

長生村 長洲柏戸クリニック 10月26日(月) 長生村保健センター 長生郡長生村本郷1-77 9：30-12：00　 043-222-2873

白子町 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず 　 　

長柄町 長洲柏戸クリニック 12月1日(火) 長柄町保健センター 長生郡長柄町桜谷712 9：30-12：00 043-222-2873

長南町 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず 　 　

勝浦市 塩田病院 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田病院 勝浦市出水1221

いすみ市 塩田病院 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田病院 勝浦市出水1221

御宿町 塩田病院 医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田病院 勝浦市出水1221

大多喜町 長洲柏戸クリニック 10月27日(火) 大多喜町農村コミュニティセンター 大多喜町三条440-1 9：30-12：00 043-222-2873

木更津市 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず 　 　

君津市 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず 　 　 　

富津市 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず 　 　

袖ヶ浦市 ちば県民保健予防財団 今年度実施せず

館山市 安房地域医療センター 安房地域医療センター　 館山市山本1155  

鴨川市 安房地域医療センター 安房地域医療センター　 館山市山本1155  

南房総市 安房地域医療センター 安房地域医療センター　 館山市山本1155

鋸南町 安房地域医療センター 安房地域医療センター　 館山市山本1155

9:00-10：30　
0470-73-1221
（予約13：00-
16：30）

健診機関へ予約連絡

健診機関へ予約連絡

8：30～10：00
0470-25-5120
（予約13：00-
16：00）

健診機関へ予約連絡

健診機関へ予約連絡

健診機関へ予約連絡
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健診機関へ予約連絡
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取

香取市 千葉診療所

海
匝

健診機関へ予約連絡
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山武市 千葉診療所

東庄町の巡回健診は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりました。

※定員は各日とも、午前100名・午後
100名とさせていただきます。

九十九里町の巡回健診は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりました。


