
健康診断等の補助制度のご案内

定期健康診断のうち個人で負担した費用の一部を補助します。
オプション検診の胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診のうち個人で
負担した費用の一部を補助します。　
人間ドックの受診料の費用の一部を補助します。
脳ドックやMRA、MRI、CTなどを受診する場合、提携料金で受診できます。
自宅で手軽に検査が出来る郵便検診を用意しています。
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対象者 会員本人　会員と同居の配偶者及び一親等の家族　
※協会けんぽや健保組合、共済組合にご加入の方で勤務先の指定する健康診断を受診する場合は対象外です。

対象者一人につき年度内1回
（受診日が2023年4月1日～ 2024年1月31日までのもの）

対象医療機関が実施する健康診断で、個人が負担する費用に対して補助します。
※事業所が負担する費用への補助は対象外です。補助対象

補助金額

補助回数

利用のしかた

定期健康診断の場合 2,000円 ※人間ドックの補助を利用された場合は、対象外です。

対象者 会員本人
会員と同居の配偶者及び一親等の家族

対象者一人につき年度内1回
（受診日が2023年4月1日～ 2024年1月31日までのもの）

原則として各検診は定期健康診断と組み合わせての受診となります。医療機関によっては単独検診が可
能な場合があります。詳細は各医療機関におたずねください。なお、個人の負担する費用が補助金額よ
り低い料金の場合は補助はありません。

補助対象

補助金額

補助回数

留意点

胃がん検診の場合 3,000円補助／乳がん検診の場合 1,000円補助
子宮がん検診の場合 1,000円補助

オプション検診の受診料の一部を補助します（胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診）

対象医療機関で胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診を受診する場合、
個人が負担する費用に対して補助します。 ※事業所が負担する費用への補助は対象外です。

P.62をご覧ください。

利用のしかた P.62をご覧ください。

利用のしかた 留意点

川崎市国民健康保険では、被保険者のうち、40歳以上74歳以下の方に対し、「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定される、特定
健康検査及び特定保健指導を実施しています。検査内容は、定期健診の一部となります。詳しくは川崎市健康福祉局保険年金課へお問
合せください。

おしらせ

川崎市特定健診等コールセンター ☎044-982-0491

1上記の対象医療機関に直接、予約を入れてくださ
い。その際に川崎市勤労者福祉共済の会員である
ことを伝えてください。

2受診日当日、「会員証」を呈示してください。
3受診後、上記の提携料金から各補助金を差し引いた
金額を支払ってください。

次に該当する方は、当補助金制度は利用できません。
1当年度の受診料補助の対象受診期間以外に定期健診及びオプション検診ま
たは人間ドックを受けた方。  

2ご加入の健康保険が「協会けんぽ」「健保組合」「共済組合」のいずれかで、勤
務先の指定する健診を受診する方。 

3ご加入の健康保険が「国民健康保険」で、お住まいの自治体が実施する「特
定健康診査（特定健診）」を受診する方。

4事業所が健診費用を負担する方。　

補助制度等の内容

2023年度補助対象期間：2023年4月1日～2024年1月31日

補助対象医療機関　各医療機関の提携料金から補助金を差し引いた金額が支払い金額になります。

1 定期健康診断の受診料の一部を補助します

2

共済の健康診断等の補助制度は、共済と提携している医療機関（P.62）で健康診断等を受診し、その費用を個人で全額負担し
た場合に利用できます。
健康診断等の費用を勤務先が負担する場合や、ご加入の健康保険（協会けんぽ、健保組合、共済組合等）が費用の一部を負担
する場合は当制度は利用できません。

 ※人間ドックの補助を利用された場合は、対象外です。

※定期健康診断と人間ドックの補助は年度内いずれか1回までです。

※医療機関はエリア順

実施医療機関名 定期健診
胃がん・大腸がん検診 子宮がん

健診
乳がん検診

住　所 問合せ・
予約先電話胃がん検診 大腸がん検診 マンモグラフィー 超音波

川崎健診
クリニック 9,900円 12,100円 1,650円 4,400円 5,500円 5,500円 川崎区駅前本町

10-5クリエ川崎8F
☎044-511-6116

（予約専用）

協同ふじさき
クリニック 9,900円 13,200円 1,650円 3,300円 5,500円 4,400円 川崎市川崎区

藤崎4-21-2 ☎044-270-5730

京町診療所 9,900円 13,200円 1,650円 なし なし なし 川崎市川崎区京町
2-15-6神和ビル ☎044-333-9516

大師診療所 9,900円 13,200円 1,650円 なし なし 4,400円 川崎市川崎区
大師町6-8 ☎044-266-5744

AOI国際病院
健康管理センター 11,440円 14,300円 1,540円 3,850円 4,950円

※触診なし
4,400円
※触診なし

川崎市川崎区
田町2-9-1 4F

☎044-277-5762
（予約専用）

川崎セツルメント
診療所 9,900円 13,200円 1,650円 3,740円 なし 4,400円 川崎市幸区

古市場2-67 ☎044-544-1601

高津中央
クリニック 13,500円 11,000円 1,650円 3,300円 7,700円 7,700円 川崎市高津区

溝の口1-16-3 ☎044-822-1278

久地診療所 9,900円 13,200円 1,650円 3,300円 5,500円 4,400円 川崎市高津区
久地4-19-8 ☎044-811-7771

坂戸診療所 9,900円 13,200円 1,650円 なし なし 4,400円 川崎市高津区
坂戸1-6-18 ☎044-822-2710

鷺沼診療所 9,900円 11,000円
※胃カメラ検査 810円 なし なし なし 川崎市宮前区

有馬1-22-16 ☎044-855-9977

稲田堤メディカル
クリニック 11,000円 12,100円 1,650円 4,950円 なし 4,400円

※触診なし
川崎市多摩区

菅2-15-5 ☎044-712-3030

新百合健康
管理センター 11,000円 11,000円 1,100円 2,200円 6,600円 5,500円 川崎市麻生区

上麻生1-20-1 ☎044-959-3121

新百合ヶ丘
総合病院 11,000円 11,000円 1,100円 4,400円 4,400円 4,400円 川崎市麻生区

古沢都古255 ☎0120-700-098

あさお診療所 9,900円 13,200円 1,650円 3,300円 なし 4,400円 川崎市麻生区
上麻生2-1-10 ☎044-951-3940

汐田総合病院 9,900円 11,000円
※胃 X-Pのみ 1,650円 4,950円 6,050円

※視触診あり なし 横浜市鶴見区
矢向1-6-20 ☎045-574-1369

さいわい鶴見病院 8,800円 11,000円 1,100円 4,400円 5,500円
※触診なし

5,500円
※触診なし

横浜市鶴見区
豊岡町21-1

☎045-581-6791
（予約専用）

総合健診クリニック
MEDOC 9,900円 10,340円 1,100円 4,400円 5,500円

※触診なし
4,400円
※触診なし

横浜市港北区
日吉2-9-3 ☎045-565-0752
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