
日程

佐賀市【がん検診受診できます】

月～金まで毎日実施
（祝日・年末年始・お盆を除く）
 ・土曜・日曜
 ・女性健診
 ・託児の日　等実施あり

11月9日,10日,11日

8月29日,30日,31日

5月10日,11日,12日,13日
8月2日,3日,4日

6月8日,9日

6月2日,3日,6日,7日
10月25日,26日,27日,28日

7月6日,7日,8日,11日,12日

8月25日,26日,10月4日

8月24日

唐津市【がん検診受診できます】
5月14日、15日、16日
6月1日、2日
7月15日、16日、26日、30日
8月28日、29日
9月6日、7日、11日
10月23日、24日
11月27日、29日
12月9日、11日
１月13日、15日

（女性のみの健診日）
5月17日、6月22日、7月27日、
8月26日、10月1日、11月28日

6月16日、17日、18日、20日

6月5日、6日、7日、8日

8月22日

6月2４日、26日、27日、28日、29日
8月23日、24日

5月25日、26日、27日、30日、31日
7月22日、24日、25日
10月30日、31日

6月11日、13日、14日
9月2日、4日

7月8日、10日、11日、12日、13日、14日

5月20日、21日、23日、24日
7月20日、21日

9月29日、30日

鳥栖市【がん検診受診できます】

6月24日,25日,27日
7月10日,11日
8月28日
9月15日,16日
10月23日,24日
11月1日,2日,26日
12月13日
1月10日,27日
2月4日,22日
3月3日,5日

多久市

6月17日,19日,20日
7月8日,10日,11日,12日
9月2日,4日,5日,6日

6月23日,24日

6月28日

6月29日,30日,7月1日

7月5日

7月6日,7日

鳥栖市保健センター

【要予約】
（予約先）佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター　　 ☎　0952-37-3315
（健診受付時間）　8時30分～10時30分

※がん検診について
詳細は市の広報誌等でご確認ください。

多久市保健センター
または市役所等コロナワクチン集団
接種会場の都合により
変更の可能性もあります。

【要予約】
（予約先）多久臨床検査センター
             ☎　0952-74-4161
（健診受付時間）　9時00分～11時00分
　　　　　　　　（15分毎の予約制　１日定員あり）
※健診日程は予約の状況等により増減の可能性もあります。
　必ず事前に日程の再確認と予約をお願いします。

※がん検診について
がん検診を別日程で実施します。詳細は市役所からのお知らせ
をご覧ください。

南多久公民館

納所会館

東多久公民館

西多久公民館

多久公民館

唐津市保健センター（さんて）
（旧日赤病院跡：二タ子）

【要予約】

●唐津市保健センター（さんて）、文化体育館、湊公民館
　健診日の２ヶ月前から予約開始。定員になり次第締め切りま
す。
●その他の会場
　各会場ごとに異なります。
　対象の方には通知を送ります。

（予約先）　　　　　唐津東松浦医師会医療センター
　　　　　　　　　　　☎　0955-75-5172

（予約時間）　　　　平日8時30分～17時

（健診受付時間）　8時45分～10時30分
　

※がん検診について
対象の人には唐津市保健センターより案内があります。
受診を希望される場合は、唐津市保健センターに予約をお願いし
ます。

七山公民館

厳木町保健センター

湊公民館

相知町保健センター

浜玉町保健センター

肥前町保健センター

北波多総合保健センター

呼子公民館

文化体育館

健診会場 予約・連絡先等

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

【要予約】
（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
             ☎　0952-37-3314
（予約時間）　8時30分～17時30分（日・祝日・年末年始を除く）

※詳細は市役所から3月に配布される「健康ガイドブック」または
佐賀市ホームページをご確認ください。

諸富文化体育館(ハートフル)

【要予約】
（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
             ☎　0952-37-3315
（予約時間）　8時30分～17時30分（日・祝日・年末年始を除く）

※がん検診について
詳細は市役所から3月に配布される「健康ガイドブック」または佐
賀市ホームページをご確認ください。

東与賀保健センター

川副保健センター

三瀬保健センター

大和支所

久保田保健センター

フォレスタ富士

北部コミュニティセンター

令和4年度 佐賀県市町の集団健診日程表（予定）
予定が変わる場合がありますので、最新情報や詳しい内容は、市町の広報紙やホームページでご確認いただ

くか、予約・連絡先までお問い合わせください。



日程

伊万里市【がん検診も同時受診できます】

月～金（祝日・年末年始・お盆を除く）
一部土日も実施

武雄市【がん検診受診できます】

6月9日

6月10日

6月13日

6月14日

6月15日

6月16日

6月17日,20日,21日,22日

6月23日,24日,25日

8月31日
9月1日,2日,3日,4日,5日,7日,8日

鹿島市

6月26日
6月27日
8月20日
1月22日
1月23日
（夜間健診）
8月19日
11月25日

小城市【がん検診受診できます】

牛津保健福祉センター
「アイル」

5月24日～27日、29日
※5月27日は胃・子宮頸がん検診実施なし

芦刈保健福祉センター
「ひまわり」

6月30日、7月1日、3日～5日
※7月5日は胃・子宮頸がん検診実施なし
11月1日、2日

小城保健福祉センター
「桜楽館」

6月16日、17日、19日～21日
※6月21日は胃・子宮頸がん検診実施なし
7月26日～29日、31日、8月1日
※8月1日は胃・子宮頸がん検診なし
11月4日、6日～8日
※11月8日は胃・子宮頸がん検診なし

三日月保健福祉センター
「ゆめりあ」

5月31日、6月1日～3日、5日
※6月3日は胃・子宮頸がん検診実施なし

毎日健診
佐賀県健診・検査セン
ター

4月1日～2月28日
（土日祝日及びお盆・年末年始を除く）

嬉野市【がん検診受診できます】

11月13日
令和5年1月15日

12月4日

嬉野市中央体育館

【要予約】
（特定健診予約先）
（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
  　　　　　☎　0952-37-3315
（健診受付時間）　8時20分～11時
（がん検診予約先）嬉野市塩田保健センター
　　　　　　☎　0954-66-9133

※がん検診について
詳細は市役所の広報紙等でご確認ください。

嬉野市塩田保健センター

健診会場 予約・連絡先等

鹿島市保健センター

【要予約】
（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
      　　　☎　0952-37-3315
（予約時間）　8時30分～17時30分（日・祝日を除く）
（健診受付時間）　8時30分～10時
　　　　　　　　　　  夜間健診：18：00～19：00

※がん検診について
がん検診を別日程で実施します。詳細は市の通知、広報誌でご
確認ください。

総合健診

【予約不要】
（健診受付時間）　8時30分～10時30分
（連絡先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
  　　　　　☎　0952-37-3315

※がん検診について
※乳・子宮頸がん検診は要予約
（予約先）小城市健康増進課
　　　　　　☎　0952-37-6106
詳細は市のけんしんガイドブックや広報等でご確認ください。

【要予約】
（予約時間）　8時30分～17時30分（日・祝日を除く）
（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
  　　　　　☎　0952-37-3314

朝日公民館

橘公民館

山内保健センター

北方公民館

武雄市文化会館

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター
（佐賀市水ヶ江一丁目12番10号佐賀メディ
カルセンタービル内）

【要予約】
（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
             ☎　0952-37-3315
（予約時間）　8時30分～17時30分（日・祝日・年末年始を除く）

※がん検診について
　胃バリウム・大腸・肺・子宮・乳・前立腺がん検診も受けられま
す。
※土日実施日について
　詳細は広報、市役所ホームページ等でご確認ください。

伊万里市民センター
6月27日、28日、29日、30日
7月20日、21日、22日、25日、28日、29日
10月9日、27日、28日

【要予約】
（特定健診予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査セ
ンター
      　　　　　　☎　0952-37-3315
（予約時間）　8時30分～17時30分（日・祝日を除く）

※予約後に市から健診受付時間の案内があります。
※がん検診について
　対象年齢であれば胃バリウム・大腸・肺・子宮・乳・前立腺がん
検診・骨粗しょう症検査も受けられます。
　がん検診の予約は0955-22-3916（伊万里市健康づくり課）

西川登公民館 【要予約】
（予約先）武雄市役所健康課
      　　　☎　0954-27-7109（予約専用ダイヤル）
（予約時間）　8時30分～17時15分（平日のみ）
（健診受付時間）　8時30分～10時30分

※がん検診について
各種がん検診を同日程で実施します。詳細は市役所のホーム
ページや、5月に配布される「健診のお知らせ」でご確認ください。

（お問合せ先）武雄市役所健康課
             ☎　0954-23-9131（健康づくり係）
　　　　　　☎　0954-23-9135（国保年金係）

東川登公民館

武内公民館

若木公民館



日程

神埼市【がん検診受診できます】

神埼市
中央交流センター

7月6日～8日、10日～14日
※6日～8日、14日は胃がん検診実施なし
1月26日、27日※予定

千代田町保健センター
9月2日、3日、5日～7日
※9月2日、3日は胃がん検診実施なし

脊振市民交流センター
6月28日、29日
※28日は胃がん検診実施なし

②毎日
   健診

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

4月1日～3月31日
（土・日・祝日及びお盆・年末年始を除く）

（受付時間）8時～8時30分
（健診時間）8時30分～11時

吉野ヶ里町【がん検診受診できます】

三田川健康福祉センター
「ふれあい館」

5月１2日（胃×）,１3日,15日,16日（胃○）
7月22日（胃×）,24日（胃○）

東脊振健康センター
「きらら館」

5月22日（胃×）,23日（胃○）
10月14日（胃×）,１6日（胃○）,
　　　17日（胃×）
R5年１月21日（胃○）

毎
日
健

（
検

）
診

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

4月11日～2月28日

基山町【がん検診受診できます】

5月12日,13日,14日,16日,17日,18日,19日
6月3日,5日,6日,7日,8日,9日
10月21日,22日,24日,25日
11月10日

上峰町【がん検診受診できます】

7月13日～15日
11月10日～12日

みやき町【がん検診受診できます】

5月17日～21日

6月9日,10日,12～15日
9月9日,11日～13日

7月1日,2日,4日,5日

玄海町【がん検診受診できます】

10月16日

集
団
健

（
検

）
診

【　毎日健診：要予約　】
（予約先）佐賀県健康づくり財団　佐賀県健診・検査センター
　　　　　　☎　0952-37-3315
（予約時間）　8時30分～17時30分（日・祝日を除く）

【　町集団検診（がん検診）：要予約　】
（予約先）吉野ヶ里町　健康増進係〔きらら館内〕
　　　　　　☎　0952-51-1618
・左記の健診日程で肺がん・大腸がん・前立腺がん検診を同時
受診できます。新型コロナウイルス感染拡大防止のため予約制
です。
①8：30②9：00③9：30④10：00⑤10：30　受付終了11：00
胃がん検診は、5月13日,15日,16日,22日,23日
　　　　　　　　　 7月24日,10月16日,令和5年1月21日。
・乳がん【要予約】・子宮頸がん・骨粗鬆症検診は別日程。
詳細は町広報誌をご覧ください。

中原働く婦人の家 【要予約】
（健診受付時間）　8時～11時
（連絡先）みやき町北茂安保健センター
　　　　　　☎0942-89-3915
※予約等詳細については、広報誌等でご確認ください。

※がん検診について
詳細は町役場の広報誌等でご確認ください。

みやき町
北茂安保健センター

みやき町
農村環境改善センター

上峰町老人福祉センター
「おたっしゃ館」

【要予約】
（健診受付時間）　8時30分～10時30分
（連絡先）上峰町健康福祉課
　　　　　　☎　0952-52-7413

※がん検診について
詳細は町の広報等でご確認ください。

玄海町町民会館

【要予約】
（予約先）唐津東松浦医師会医療センター
　　　　　　☎　0955-75-5172
（予約時間）　平日8時30分～17時
（健診受付時間）　9時～11時

※がん検診について
肺がん・大腸がん・前立腺がん検診を同時受診できます。

基山町保健センター

【要予約】
（予約先）基山町保健センター
　　　　　　☎　0942-92-2045
（健診時間）　8時～,9時～,10時～,11時～
※毎年2月に保健センターから送付される事前調査票にて予約を
行います。調査票を紛失した場合は電話での予約も可能です。

※がん検診について
胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がんは特定健診と同日に受診
可能です【要予約】。詳細は事前調査票に同封している案内をお
読みください。子宮がん・乳がんについては6月に対象者へ事前
調査票を送付しています。

①住民
総合健診

（受付時間）
8時30分～10時30分

【要予約】
（予約先）
佐賀県健康づくり財団　佐賀県
健診・検査センター
☎　0952-37-3315
（予約時間）
8時30分～17時30分（日・祝日を
除く）
※健診の詳細は市報等をご確認
ください。

※がん検診について　　　同時実施するがん検診は、①②により異なりますので、ご注意ください。
①住民総合健診…肺・胃・大腸・前立腺・肝炎ウイルス
②毎日健診…肺・胃・大腸・乳・子宮・前立腺・肝炎ウイルス

健診会場 予約・連絡先等



日程

有田町

6月23日～25日
6月27日～7月1日
7月3日

大町町【11/20はがん検診も同時に受診できます】

7月20日～7月23日
11月20日

江北町　【11/6、11/7はがん検診も受診できます】

7月25日～7月30日
8月1日～8月2日
11月6日～11月7日

白石町【がん検診受診できます】

7月5日、6日

7月7日～9日、11日、12日
10月12日～14日、17日、18日

7月13日～15日

太良町【がん検診受診できます】

5月27日

5月29日,30日,31日
6月10日,11日,12日
8月11日,12日
9月22日
1月22日,23日

有田町福祉保健センター

【要予約】
（予約先）有田町福祉保健センター
　　　　　　☎　0955-43-5065
（健診時間）　10時～11時

※がん検診について
大腸がん検診を同時受診できます。【要予約】
詳細は町役場の広報紙等でご確認ください。

大浦公民館

新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更となる場合があり
ます。
【予約不要】
（健診受付時間）　8時45分～11時
（連絡先）太良町役場　健康増進課　☎　0954-67-0753
※混雑を避けるため、対象地区を設けておりますが、どの日程で
も受診できます。

※がん検診について
がん検診も同時に受診できます。

詳細は町からの個人通知や広報等でご確認ください。

しおさい館

大町町総合福祉保健センター
「美郷」

【予約不要】
（健診受付時間）　8時30分～11時
（連絡先）武雄杵島地区医師会検診センター
　　　　　　☎　0954-22-3414

※がん検診について
詳細は町の広報等でご確認ください。

江北町保健センター

【予約不要】
（健診受付時間）　8時30分～10時30分
（連絡先）武雄杵島地区医師会検診センター
　　　　　　☎　0954-22-3414

※がん検診について
詳細は町の広報等でご確認ください。

福富ゆうあい館 【予約不要】
（健診受付時間）　8時30分～10時30分
（連絡先）武雄杵島地区医師会検診センター
　　　　　　☎　0954-22-3414
※混雑を避けるため、対象地区を設ける予定ですが、どの日程
でも受診できます。
※がん検診について
がん検診も同時に受診できます。詳細は町からの個人通知又は
広報誌等でご確認ください。

白石町総合センター

有明ふれあい郷自有館

健診会場 予約・連絡先等


