
川口市 

特定健康診査未受診者訪問事業 

（１）取り組みの概要 

 川口市は埼玉県の南端に位置し、荒川を隔てて東京都に隣接している。江戸時代から

鋳物や植木などの産業が発展し、その後住宅都市化が進んでいる。平成２３年１０月１

１日、鳩ヶ谷市と合併し、平成２６年４月１日現在、人口５８５，５０３人、平均年齢

４３．４３歳、高齢化率は２０．９％、年齢構成の若い市となっている。 

国民健康保険の加入者は、市民の約３０％を占めており、特定健診対象者は、１０３，

７２８人（平成２５年度法定報告）と、埼玉県内では、さいたま市に続いて２番目に多

い市となっている。 

  

（２）取り組みの契機 

（ア）受診率 

当市では、特定健診・特定保健指導は国民健康保険課で実施しており、特定健診の

受診率は、２８.０％（平成２５年度法定報告）と県内市町村平均値の３５．５％（平

成２５年度法定報告）を大きく下回っており、受診率の向上は大きな課題である。そ

こで、特定健診未受診者を訪問し受診勧奨を行うとともに、未受診の理由や自己負担

額５００円について意見の聞き取り調査を行うこととした。 

訪問事業は平成２３年度より開始し、市内１０地区のうち受診率の低い地区より訪

問とした。未受診者が多いため、対象者を２年連続未受診の４０歳代の方に絞り、ま

た、在宅率を考慮して戸建てに居住の方のみとした。 

（イ）取り組みの内容 

 

 

事業名 特定健康診査未受診者訪問事業 

事業開始 平成２３年度 

 平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度 平成２３年度 

予算 なし なし なし なし 

訪問地区 南平地区（朝日・

末広）・芝地区 

新郷地区・中央地

区・南平地区(朝

日・末広以外） 

安行地区 青木地区 

訪問件数 

(１２月１２日現在) 

予定１，２５３ 

（６５５件） 

１，０１０ ６０３ ９８５ 

期間 平成２６年６月・

１１月・１２月・

平成２７年１月 

平 成 ２ ５ 年 ６

月・１０月・平成

２６年１月 

平成２４年６

月・１０月 

・１１月 

平成２３年６

月・１０月 

実施体制 国民健康保険課保

健師２名、事務職

３名、埼玉県国民

健康保険団体連合

会派遣保健師２名 

国民健康保険課

保健師２名、埼玉

県国民健康保険

団体連合会派遣

保健師２名 

国民健康保険課

保健師２名、埼

玉県国民健康保

険団体連合会派

遣保健師２名 

国民健康保険

課保健師２名 

健康長寿に係る先進的な取組事例 



①在宅の場合 

・アンケート実施・・・別紙１ 

・特定健診利用の手引き配布・・・別紙２ 

・委託医療機関以外で健診を受けている場合は、健診結果を後日郵送しても 

らうため返信用封筒と質問票、情報提供用紙を渡す・・・別紙３ 

 ・情報提供用チラシ配布・・・別紙４ 

・ティッシュ配布 

②不在の場合 

・不在票・・・別紙５ ＊事業者健診データの提供用書類一式 

・パンフレット  

・ティッシュ 

 

（ウ）取り組みの効果 

①訪問後健診受診者数 

 
平成２６年度 

(１２月１２日現在) 

平成２５年度 平成２４年度 平成２３年度 

在宅率（％） ３７．７ ３５．３ ３１．０ ４６．３ 

訪問後健診 

受診者数（人） 
見込み６０ ３０ ２３ ４１ 

※平成２６年度からは、訪問後に事業者健診結果の情報提供した者も受診者数に含める 

②アンケート結果 

 
平成２６年度 

(１２月１２日現在) 

平成２５年度 平成２４年度 平成２３年度 

アンケート数（人） ２０７ ２６０ １３６ ２６ 

平成２６年度アンケート 回答２４３名（本人１０７名・家族１３６名） 

未受診理由（複数選択可） 人数 

健康に不安がないので、必要を感じない ５６ 

仕事や家事などが忙しい ３９ 

持病があり普段から病院で検査を受けている ３４ 

勤め先の健康診断を毎年受診している ２４ 

人間ドックなどの詳しい検査を受けた、または受ける予定がある ６ 

案内を見ていない、または知らない ０ 

かかりつけ医が市外だから、または医療機関が少なく近くにない １ 

特定健康診査の検査項目がもの足りない １ 

その他 ６４ 

※その他：つい最近受けた・病院が嫌い・これから受診予定・ 

自己負担で人間ドックを受診している・面倒・忘れていた・ 

病気見つかるのが怖い・病院は待ち時間長い・特に理由ない・ 

金銭的に受けられない・具合が悪い時は病院に受診している・ 

障害があり受けられない・入院中・治療中・渡航中 



 

健診の費用（５００円） 高い 妥当 もう少し高くても良い 未回答 

回答数（人） ３ ３５ ３５ １３４ 

 

就業状況 会社員 自営業 専業主婦 
アルバイト・ 

パート・契約社員 
無職 失業中 不明 

回答数（人） ６８ ４９ １６ ２ ２９ １ ４２ 

 

 ③アンケート分析 

【未受診者の受診行動について】 

訪問後受診に結びついたかどうかの確認は、健診が終わる平成２７年２月 ２８日以

降行う予定であるが、例年、男女共に本人に会えた方が受診に結びつく割合が高い状況

である。また、女性の場合は不在でも受診に結びつくこともあることがわかっている。

今年度の在宅率は例年同様となった。 

 

【未受診理由】 

アンケートで健診を受けない理由として多かったのは、「勤め先の健康診断を毎年受診

している」「持病があり普段から病院で検査を受けている」「健康に不安がないので必要

を感じない」「仕事や家事などが忙しい」となった。 

職場等で健診を受けた方については、健診データの情報提供を案内し、通院中の方に

ついては、今年度実施の診療情報提供事業で対応していく予定である。  

しかし、健診を受ける必要性を感じない方や、仕事等で忙しく健康についての優先順

位が下がってしまう方に健康への意識を高め、健診受診による健康管理を推奨していく

ことは、大変困難であると感じる。今後も未受診者に対しては、訪問や個別通知など様々

な手法を用いて受診勧奨を実施していくとともに、衛生部門と協力しながら、市民全体

の健康意識の底上げを行っていく必要があると考える。 

【健診費用】  

  健診費用については、ほとんどの方が「妥当」もしくは「もう少し高くても良い」と

答えており、健診費用が未受診の理由とは考えられないことが分かった。今後もアンケ

ートを継続し地域特性を見ながら、受診率向上に向けて費用以外の面で工夫できること

があるか検討していく。 

【就業状況】 

 不明の方を除いて７２．５％の方が就業中であった。この中には、仕事が忙しく健診

を受けられない方も含まれていると考える。健診を受け易い環境をつくるために、健診

実施機関を増やしたり、土日や夜間も受けられるよう医療機関への協力を促したりする

など今後も努力を続けていきたい。 

 

④事業者健診データの活用 

事業者健診を受けている方が多い現状を把握したことから、事業者健診のデ 

ータの情報提供について、事業者や被保険者に対し情報提供の周知を拡大した。事業者



健診のデータ提供は年々増加している状況である。 

 平成２６年度 

(１２月１２日現在) 
平成２５年度 平成２４年度 平成２３年度 

事業者健診 

データ提供数（人） 
５３８ ４３２ １９９ １１４ 

特定健診に反映 

できた件数（人） 
３７３ ２９３ １６４ ８４ 

反映率（％） ６９．３ ６７．８ ８２．４ ７３．６ 

  

⑤事業実績の報告 

 本事業の実績については、第２期実施計画・平成２６年度単年度計画の中 

に記載し、国民健康保険運営協議会等で報告するとともにホームページへ掲載を行って

いる。また、事業者健診のデータ提供に協力していただいた事業者等に対して、特定健

診への反映率や反映できた方の名前を報告し、次年度についても情報提供に協力してい

ただくよう依頼している。 

 

⑥事業の継続 

 本事業終了後も、健診未受診者に対してはハガキによる受診勧奨を実施して 

いく（１０月と１月に送付）。また、未受診訪問については未実施の４地区に 

対し次年度以降実施し、健康診断の必要性を説明し受診を促すとともに、地区 

特性等についても調査を行っていく。 

 

（エ）成功の要因、創意工夫した点 

①直接会って受診の必要性を説明することができた。 

 

②健診実施機関の案内や、土日夜間に健診を実施している医療機関の案内など、対象者

に合った情報を提供することができた。 

 

（オ）課題、今後の取り組み 

①訪問後健診実施率をさらに伸ばす 

 わずかではあるが、訪問による受診率の伸びはあるものの、現状以上の受診 

率アップを目指したいと考えている。他市の取り組みなども参考に、次年度に 

向けて検討を行っていきたい。 

 

②集合住宅に住んでいる方へのアプローチの検討 

 集合住宅には単身世帯の方が多く居住している。日中は仕事で留守にしてい 

るために、訪問等で直接会って受診勧奨することが大変困難と予想するため、 

より効果的なアプローチの方法を検討していきたい。 

 



③衛生部門との連携 

  衛生部門と連携し、ポピュレーションアプローチによる市民の健康意識の 

向上を目指していきたい。 

 

④医療機関との連携 

通院中のため健診を受けないという方も多く見られたため、医療機関に対し 

診療情報提供事業の協力を依頼したり、健診を受け易いよう土日や夜間も健 

診を実施する機関を増やしたりなど、今後も努力していきたい。 



特定健康診査についてのアンケート 

 

特定健康診査をより多くのかたに受診していただくために、改善に取り組んでま

いります。アンケートにてみなさまのご意見をお聞かせください。 

 該当する番号に○を、□には☑をご記入ください。 

 

お名前           

ご年齢       歳 

               

１ 過去 2年間、特定健康診査を受診されなかった理由についてお尋ねします。 

  次のいずれかに○を付けてください。（複数回答可） 

 

①健康に不安がないから 

②仕事や家事などが忙しいから 

③持病があり普段から病院で検査を受けているから 

④勤め先で受診しているから 

⑤人間ドックなどの詳しい検査を受けた、または受ける予定があるから 

⑥案内を見ていない、または知らない 

⑦その他（具体的に） 

 

 

２ 特定健康診査の基本項目の自己負担額は 500円ですが、この額について 

どう思いますか？ 

 

①高い   ②妥当な額だと思う  ③もう少し高くても良い 

 

3 さしつかえない範囲で職業についてお答えください。 

 

□会社員   □自営業   □主婦   □無職    

 

４ 特定健康診査についてのご意見を自由にご記入ください。 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

川口市国民健康保険課  

特定健診担当 霜垣 葛葉 富田 

電話 048-259-7916（直通）  

別紙１ 
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テキストボックス
別紙２

















 

・ （ ）

・ （ ）

・ （ ）

・

・

・

・

・

・ ・ ・ ・

・

その他

※出来るだけ全項目の記入にご協力ください。

　-　　±　　＋　　⧺　　⧻

　-　　±　　＋　　⧺　　⧻

　-　　±　　＋　　⧺　　⧻

軽度異常異常なし

要精密検査 治療中

要経過観察

なし

なし

（U/I）

（U/I）

㎝

㎏

㎏/㎡

㎝

（mmHg）

（mmHg）

特定健診の情報提供用紙

　パートタイマー等で勤務先の健診を受診する方や、個人で人間ドック検診
を受診される方は、健診結果データを国民健康保険課に提出すれば、特定
健診を受ける必要はありません。
　健診結果のコピー、あるいは下記の「特定健診の情報提供用紙」にご記
入のうえ、国民健康保険課の窓口（市役所１階⑪番窓口）へ提出または郵
送してください。郵送の場合、市役所から返信用封筒を送りますので、お手
数ですが、保険係（048-259-7916）へご連絡ください。ご協力いただける方
には、粗品を差し上げます。

※特定健診の検査項目を満たしていて、かつ、平成26年4月1日～平成27年3月31日に受診
   した場合に限ります。

検　査　項　目　（結果をご記入ください）

処理欄

腎機能他

貧血

タバコ

医師の判定

なし あり

なし あり

なし あり

なし

なし

あり

あり

なし

ALT（GPT）

γ -GT（γ -GTP）

（mg/dl）

（mg/dl）

（mg/dl）

（U/I）

尿検査

糖

蛋白

潜血

血糖検査
空腹時血糖 （mg/dl）

HbA1c（NGSP値) （%）

電話番号

医師名

血圧

血中脂質
検査

肝機能
検査

収縮期血圧

川口市国民健康保険課　保険係　℡048-259-7916

クレアチニン （mg/dl）

尿酸 （mg/dl）

既往歴

薬

他覚症状

自覚症状

拡張期血圧

中性脂肪

HDL-コレステロール

LDL-コレステロール

AST（GOT）

女・男性　別

平成 年 月 日
受診

医療機関

要治療

インスリン注射または
血糖を下げる薬の内服

血圧を下げる薬の内服

コレステロールを下げる薬の内服

　※あてはまるものに○をしてください

あり

あり

あり

勤務先等の健診や
個人で人間ドック検診を受ける方へ

　健診結果は、個人情報として厳密に保存
し、必要に応じて保健指導等に活用します。
また、データは、匿名化され国へ報告されま
す。
　ご承知のうえ提出してください。

住　所

氏
　カ

　名
ナ

受診日

昭和 年 月 日

身長

体重

ＢＭＩ

腹囲

身体測定

問診項目　（当てはまるものに○をしてください）

川口市
〒

生年月日

別紙 ３ 



特定健康診査（兼人間ドック)質問票（回答をご記入のうえ、健診日にお持ち下さい）

回　答

1

2

3

体
重

体
重

休
養

川口市国民健康保険課

20  睡眠で休養が十分とれている。 　①はい　　 ②いいえ

見
直
し

21

 運動や食生活等の生活習慣を改善して（見直して）みようと思いますか。
                     　　     ①改善するつもりはない           　②改善するつもりである（概ね６ヵ月以内）
  　                 　　     ③近いうちに（概ね１ヵ月以内）改善するつもりであり、少しずつ始めている
                    　　  　  ④既に改善に取り組んでいる（６ヵ月未満）         　⑤既に改善に取り組んでいる（６ヵ月以上）

22  生活習慣の改善（見直し）について保健指導を受ける機会があれば、利用しますか。 　①はい 　　②いいえ

17  朝食をとらないことが週に3回以上ある。 　①はい　　 ②いいえ

ア
ル
コ
ー

ル

18  お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む回数
　①毎日 　　②時々
　③ほとんど飲まない（飲めない）

19

 飲酒日の1日当たりの飲酒量（アルコール量を清酒で換算）
　　　　　清酒１合（180ｍｌ）の目安：
　　　　　　　　ビール中瓶１本（約500ｍｌ）、発泡酒（約500ｍｌ）、焼酎25度（約110ｍｌ）、
　　　　　　　　ウイスキーダブル１杯（約60ｍｌ）、ワイン２杯（約240ｍｌ）

　①1合未満（飲めない）
　②1～2合未満
　③2～3合未満
　④3合以上

食
事

14  人と比較して食べる速度が速い。 　①速い 　②ふつう　 ③遅い

15  就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 　①はい　　 ②いいえ

16  夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3回以上ある。 　①はい　　 ②いいえ

　①はい　　 ②いいえ

12  ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 　①はい　　 ②いいえ

13  この1年間で体重が3㎏以上増えた。または3㎏以上減った。 　①はい　　 ②いいえ

 b．「最近の1ヶ月間、吸っている」　→　はい　　・　　いいえ

9  20歳の時の体重から10kg 以上増加している。 　①はい　　 ②いいえ

運
動

10  1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している。 　①はい　　 ②いいえ

11  日常生活において歩行または同等の運動や家事などを、1日1時間以上実施している。

7  医師から、貧血といわれたことがある。 　①はい　　 ②いいえ

その他 上記の４～７以外に治療中の病気がありましたらご記入ください。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　）

喫
煙

8

 現在、たばこを習慣的に吸っている。
　↓下記の　ａ、ｂ　両方　「はい」　の方のみ　「①はい」　を回答

　①はい　　 ②いいえ

 a．「今までに合計100本以上は吸っている」 または 「過去も含め6ヶ月以上吸っている」　→　はい　　・　　いいえ

　①はい　　 ②いいえ

その他 上記のａ～ｃ以外に処方されている薬がありましたらご記入ください。 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

既
往
歴

4  医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある。  　　 ①はい　　 ②いいえ

5  医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある。　　①はい　　 ②いいえ

6  医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことがある。　　　　 ①はい　　 ②いいえ

質　問　項　目　　　[　回答欄には番号を、（　　）には内容をご記入ください　]

服
薬
歴

1-3  現在、a からｃの薬を医師から処方されている。

 a． 血圧を下げる薬 　①はい　　 ②いいえ

 b． インスリン注射又は血糖を下げる薬 　①はい　　 ②いいえ

 c． コレステロールや中性脂肪を下げる薬

受診券整理番号

フリガナ 　　　　　生年月日　　　　　　　　　　　健診年月日 電話番号

氏名 　昭和　　　年　　　月　　　日　平成　 　　年　 　月　　　　日 　　　　　　　　　（　　　　　　）



      mmHg   未満 mmHg   未満

高血圧の予防と改善 ５カ条 
①　減　　　塩　　　　食塩の摂取量は１日６ｇ未満を目標に

②　肥満解消 ＢＭＩ２２を超えないように

③　節　　　酒　 日本酒換算で１日１合まで

④　運　　　動 １日１万歩を目標に(まずはプラス10分1000歩から)

⑤　野菜・果物摂取 野菜は１日350g、果物は１日200gが目安

※出典：埼玉県国保連合会「医療費分析」（平成２５年１２月診療分）

高血圧にかかる医療費は、

     １カ月で約２億円、1件あたり約１万１千円※

血圧

放置 放置 

注意！ 

川口市マスコットキャラクター 

    きゅぽらん 

別紙 ４ 

                                                    



          

脂質異常症の予防・改善には、
年に１回の健診と生活習慣の改善が大切です 

※出典：埼玉県国保連合会「医療費分析」（平成26年1月診療分）

           脂質異常症にかかる医療費は、

          １カ月で約３億円、1件あたり約2万4千円※

脂質

放置 

注意！ 

川口市マスコットキャラクター 

    きゅぽらん 

 mg/dl   未満 
mg/dl   以上 

 mg/dl   未満 

放置 

①動物性脂肪を控え、 コレステロール値を下げる働きがある青背の魚（サバ・イワシ・

サンマなど）や緑黄色野菜を多く摂りましょう！ 

②禁煙外来等を利用し、思い切って禁煙を！！ 

③ストレスをためないよう、自分なりのストレス解消法を見つけましょう。 

④適度な運動・ウォーキングをしましょう。目安は、今よりプラス１０分長く歩きましょう！ 

⑤間食や飲酒等によるエネルギーの摂り過ぎに注意し、標準体重を保ち肥満をましょう。      

  

※標準体重の計算方法：標準体重（kg）＝２２×身長（m）×身長（m） 

血中脂質検査の基準値 

                                                    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務先の健診や個人で人間ドック検診を受ける方は、特定健診を受診する必要はありま

せん。健診結果のコピーを国民健康保険課窓口にご提出、またはご郵送いただくと、特定

健診を受診したこととなります。ご郵送の場合は、保険係（℡259-7916）へご連絡くださ

い。データの提供に協力いただいた方には、粗品を進呈いたします。 

 

 

 

生活習慣病はそのほとんどに自覚症状がありません。具合が悪くなってからでは、治

療に時間もお金もかかり、何よりあなたの生活の質を落としてしまいます。   

健診で異常を早期に発見し、生活習慣を改善することで、糖尿病などの病気の発症を

予防することができます。 

さあ、あなたも年１回の健診を受け、健康づくりのスタートを切りましょう！ 

川口市マスコット 

きゅぽらん 



受診後… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 川口市国民健康保険課 保険係 ℡ ２５９－７９１６ 

特定健診の受診の流れ 

案内に掲載されている実施機

関の中から、希望する医療機

関を選び、受診日を電話等で

予約します。 

受診当日、窓口に次のものを提

出・提示します。 

①受診券  ②保険証  ③質問票   

④昨年度の健診の結果  

（お持ちの場合） 

医師から説明のうえ、結果通知表を

受け取ります。 

対象になるかたには受診券と

ご案内が届きます。 

１ 

３ 

２ 

４ 

特定健診の結果、一定の基準に該当

し、生活習慣の改善が必要なかたには、

保健指導のご案内が届きます。（無料） 

食べ過ぎや運動不足などの生活習慣

改善のため、ぜひ利用しましょう！ 

５ 

健診を受けます 

問診、身体計測、診察、血圧測定、 

脂質検査、肝機能検査  血糖検査、 

尿検査  腎機能他検査  

※診察状況によって項目が追加される

場合があります。 

☆期間：平成２６年６月１日～平成２７年２月２８日 

☆対象：川口市国保に加入している４０歳～７４歳のかた  

☆健診費用：基本項目 ５００円 

追加項目（希望者）心電図検査  ４００円 

胸部レントゲン検査 500 円 



川口市の腎不全にかかる医療費は、

慢性腎臓病(CKD)とは

   ○ GFR(糸球体ろ過量)が60以下に低下

   ○ たんぱく尿が出る

① 尿検査を定期的に受けましょう

② 肥満解消 ＢＭＩ２２を目標に

③ 運     動 １日１万歩を目標に歩く (まずはプラス10分1000歩から)

④ 禁     煙　 進行を抑えるためには必須です

⑤ 減     塩 食塩の摂取量は１日６ｇ未満を目標に

⑥ 節     酒 日本酒換算で１日１合まで

※出典：埼玉県国保連合会「医療費分析」（平成25年12月診療分）

１カ月で約１.４億円※  、１件あたり約３０万円※

☆ CKD予防には年1回の健診と生活習慣の改善が大切です。

注意！ 

放置 

両方または 

どちらかが３ヶ月以上 

続く状態のことです。 

放置 

川口市マスコットキャラクター 

    きゅぽらん 

                                                    



 

 

平成  年  月  日 

          様 

 

こんにちは。川口市役所・国民健康保険課 葛葉・芳賀 です。 

本日は、川口市国民健康保険にご加入のかたで、特定健診を過去２年間受診されてい

ないかたへ受診の案内に伺いました。 

 あいにくご不在でしたので、ご案内を置かせていただきます。 

 特定健診は生活習慣病の予防・発見を目的に川口市が実施しており、費用は 500円

となっております。健康管理や病気の早期発見のために、ぜひ年に１度は受診してい

ただきますようお願いいたします。 

 また、職場や個人で健診を受けている方は、健診結果のコピーをご提出ください。特定

健診を受けたものとなり、一定の基準に該当されたかたには、保健指導のご案内を送

付いたします。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

〔お問い合わせ先〕 

川口市国民健康保険課保険係 

特定健診担当 葛葉 芳賀 

電話０４８－２５９－７９１６（直通） 

 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

        様 

こんにちは。川口市役所・国民健康保険課 葛葉・芳賀 です。 

本日は、川口市国民健康保険にご加入のかたで、特定健診を過去２年間受診されて

いないかたへ受診の案内に伺いました。 

 あいにくご不在でしたので、ご案内を置かせていただきます。 

 特定健診は生活習慣病の予防・発見を目的に川口市が実施しており、費用は 500円

となっております。健康管理や病気の早期発見のために、ぜひ年に１度は受診してい

ただきますようお願いいたします。 

 また、職場や個人で健診を受けている方は、健診結果のコピーをご提出ください。特定

健診を受けたものとなり、一定の基準に該当されたかたには、保健指導のご案内を送

付いたします。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

〔お問い合わせ先〕 

川口市国民健康保険課保険係 

特定健診担当 葛葉 芳賀 

電話０４８－２５９－７９１６（直通） 

川口市マスコットキャラクター 

きゅぽらん 

川口市マスコットキャラクター 

きゅぽらん 

別紙 ５ 



 

 

 

 

 

生活習慣病予防には日常の健康管理が何より大切です。 

年１回の特定健康診査を必ず受けましょう。 

 

１．対  象・・・川口市国民健康保険加入者（４０歳以上７５歳未満） 

２．実施期間・・・６月１日（日）から平成２７年２月２８日（土）まで 

３．実施機関・・・市が委託した健診実施機関 

４．自己負担・・・５００～１４００円 

※詳しくは、６月に郵送いたしましたご案内や市のホームページをご覧ください。 

※受診券を紛失した場合は再発行いたしますので、ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病予防には日常の健康管理が何より大切です。 

年１回の特定健康診査を必ず受けましょう。 

 

１．対  象・・・川口市国民健康保険加入者（４０歳以上７５歳未満） 

２．実施期間・・・６月１日（日）から平成２６年２月２８日（土）まで 

３．実施機関・・・市が委託した健診実施機関 

４．自己負担・・・５００～１４００円 

※詳しくは、６月に郵送いたしましたご案内や市のホームページをご覧ください。 

※受診券を紛失した場合は再発行いたしますので、ご連絡ください。 

 


