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お問い合わせ先 

西宮市健康ポイント事業運営事務局（株式会社タニタヘルスリンク内） 

※西宮市が(株)タニタヘルスリンクに事業を委託しています。 

TEL：0120-539-149 

受付時間 平日 9 時～17 時（土・日・祝日・年末年始除く） 

 

 

第２期参加手引き 
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1. 西宮市健康ポイントとは 

令和４年４月１日時点で西宮市に住民登録のある 70 歳以上の高齢者を対象に、活動量計及びスマー

トフォンアプリを使用して計測した歩数や各種イベント参加等にポイントを付与する事業です。 

高齢者の社会参加を促し、健康増進、介護予防及び健康寿命の延伸を目的としています。 

 

 

２．配付物 

 配付物 内容 

１ 参加手引き（本冊子） 
ポイントの貯め方、累計ポイントの確認方法、 

ヘルスケアステーション情報、お問い合わせ先等 

２ 
活動量計参加者向けマニュアル 

【※活動量計利用者のみ】 
活動量計や健康管理ポータルサイト「からだカルテ」の使い方 

３ 
活動量計簡易説明書 

【※活動量計利用者のみ】 
活動量計の初期設定手順書 

４ 
アプリ参加者向けマニュアル 

【※アプリ利用者のみ】 
「西宮市健康ポイントアプリ」の使い方 

5 認知症チェックシート 事前アンケートにて使用 

6 事前アンケート 
事業開始前に回答いただくアンケート 

※返信用封筒にてご返信ください 

 

【活動量計の初期不良疑いの対応について】 

 活動量計の初期不良と判断される場合は、活動量計の販売元が定める保証規定に基づき、 

新しい活動量計と交換させていただきます。 

⚫ 活動量計の保証期間は機器をお渡し後、1 年間です。 

⚫ 初期不良についての検査の為、一度活動量計をお預かりします。下記、事務局へご連絡ください。 

＜西宮市健康ポイント事業運営事務局（株式会社タニタヘルスリンク内）＞ 

TEL：０１２０－５３９－１４９ 
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３．事業スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘルスケアステーションで体組成計測定を行う 
※ヘルスケアステーションは６～７ページ参照 

※令和４年 10 月 1 日~10 月 31 日に期間に測定された方には初回測定ポイントが加算されます 

 

 

※ポイント集計のため、令和５年 10月 1日~10日までの間に一度データ送信してください 

 

貯めたポイントに応じて賞品を送付（令和５年 12 月頃） 

ポイントを貯める（令和４年 10 月 1 日~令和５年 9 月 30 日） 

※詳細は 5 ページ参照 

ポイントの貯め方 
 
●活動量計・スマートフォンアプリを使ってウオーキング 
●体組成計で測る 
●各種イベントへ参加する 
●健診を受診する 
●その他 
 

データの送信 

データの送信方法 
 
（活動量計） 
●リーダーライターに置いてデータを送信 
●ローソン、ミニストップのロッピーに置いてデータを送信 
 
（アプリ） 
●スマートフォンアプリからデータを送信(アプリ内操作) 

活動量計：推奨 7 日間～10 日間に 1 回 

アプリ：7 日間に 1 回 



5 

 

４．ポイントの貯め方 

（１）活動量計・スマートフォンアプリを使ってウオーキング 

ポイント名称 ポイント付与条件 付与ポイント 付与時期 

基準歩数ポイント 
１日 1,000 歩達成 ２ポイント／日 即時 

１日 3,000 歩達成 ５ポイント／日 即時 

目標歩数ポイント 
１日 6,000 歩達成（男性） ７ポイント／日 即時 

１日 4,500 歩達成（女性） ７ポイント／日 即時 

※歩きすぎることにより体調を崩す場合もあります。無理のない範囲で継続しましょう。 

※歩数データの送信が必要です。（P6～P8 参照） 

 
 

（２）体組成計ではかる 

ポイント名称 ポイント付与条件 付与ポイント 付与時期 

体組成測定ポイント 月１回 体組成計で測定 30 ポイント／月 即時 

 ※体組成計は各ヘルスケアステーションに設置しています。（P6～P7 参照） 

 

  

（３）各種イベントへ参加する 

ポイント名称 ポイント付与条件 付与ポイント 付与時期 

イベント参加ポイント 指定のイベントに参加 40 ポイント／週 即時 

※「西宮いきいき体操」の参加でポイントが付与されます。（P13 参照） 

  (注意)全ての「西宮いきいき体操」でポイントが付与されるわけではございません。 

※イベントによっては後日付与させていただく場合もございます。 

 

 

（４）健診を受診する（全ての健診が対象とはなりません。P15 参照） 

ポイント名称 ポイント付与条件 付与ポイント 付与時期 

健診受診ポイント 特定健診等対象の健診を受診 
500 ポイント／回 

上限 年３回 
後日 

※令和４年 10 月～令和５年 7 月末までに指定の健診（付録資料を参照）を受診後、後日事務局で

集計しポイントを付与します。 
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（５）その他 

ポイント名称 ポイント付与条件 付与ポイント 付与時期 

ログインポイント 「からだカルテ」へログインする 2 ポイント／回・日 即時 

チェックインポイント 対象の共生型地域交流拠点へのご来訪 2 ポイント／回・日 即時 

初回測定ポイント 

（※）初年度のみ 

10 月１日～10 月 31 日の間に 

ヘルスケアステーションにて測定を行う 

200 ポイント 

(１回のみ) 
即時 

 

【付与時期に関する補足説明】 

付与時期「即時」は、すぐにポイント化されます。「後日」は集計でき次第、事務局が付与します。 

 

５．データの送信方法 

 

 

（１）リーダーライターに置いてデータを送信 

西宮市役所第二庁舎など市内 15 箇所にあるヘルスケアステーション（下記参照）に 

設置のリーダーライター（読取装置）に活動量計を置くことで、歩数のデータが送信できます。 【データ送信方法】 

 

【注意】 

活動量計に記録できるのは、30日分のデータです。 

本体の保存期間 30 日を過ぎると、自動的に古いデータから消去されてしまいます。 

定期的にデータを送信しましょう。 

データを送信するタイミングは、７日間～10日間に１度がお勧めです。 

 

【ヘルスケアステーション一覧】 

設置箇所 住所 利用可能時間 

西宮市役所 第二庁舎１階 六湛寺町 8-28 平日 9 時～17 時 30 分 

ゆとり生活館アミ 1F 甲風園 1 丁目 8-1 平日 9 時～17 時 

コープ西宮北 1F 山口町下山口 5 丁目 13-22 9 時～21 時 

コープ苦楽園 1F 樋之池町 6-17 10 時~23 時 

コープ甲陽園 1F（衣住 F） 新甲陽町 4-5 10 時～20 時 

コープ夙川 2F 若松町 4-1 10 時～20 時 

コープ西宮 B1F 池田町 11-1（フレンテ西宮） 10 時～21 時 

リーダーライター
（読取装置） 

活動量計をご利用の方 

QR 
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コープ西宮東 2F 小松北町 1 丁目 6-44 9 時～21 時 

コープ西宮南 1F 東町 1 丁目 12-3 9 時～21 時 

コープマリナパーク 1F 西宮浜 4 丁目 14-1 9 時～21 時 

コープ武庫川 1F 高須町 1 丁目 1-2-101 9 時~21 時 

ららぽーと甲子園内 2F 

「スーパースポーツ ゼビオ」 

 

甲子園 8 番町 1-100 
平日：10 時～20 時 

土日：10 時～21 時 

まちのね浜甲子園

HAMACO:LIVING 

枝川町 10-1 

ファインシティ甲子園 1 階 

月・水・木・金・土：10 時～17 時 

定休日：火・日曜・祝日 

夏期休業 年末年始休業 

ナシオン中川薬局エコール店 名塩新町 8 番地 エコールなじお 5F 

月・火・水・金：9 時~20 時 

木・土：9 時~17 時 

定休日：日曜・祝日 

白澤薬局段上店 段上町２丁目３−２８ 

月・火・木・金：9 時~20 時 

水：9 時~17 時 

土：9 時~14 時 

定休日：日曜・祝日 

※まちのね浜甲子園 HAMACO:LIVING は、貸切利用やイベント開催時は体組成計が 

ご利用できない可能性がございます。イベントは、スケジュール表をご確認ください。 

また、駐車場はございません。路上駐車等はご遠慮ください。 

https://machinone-hamaco.org/schedule/ 

 

※コープ各店舗は、店休日があり体組成計をご利用できない可能性があります。 

店休日は、コープこうべ HP をご確認ください。  

https://shop.coop-kobe.net/shop/index.php?area=11 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、営業時間が短縮される場合がございます。 

 

（２）ローソン、ミニストップの Loppi（ロッピー）にかざしてデータを送信 

 市内外問わずローソン、ミニストップに設置してある Loppi（ロッピー）に活動量計を置くこと

で、歩数のデータが送信できます。                               

 ※ローソンストア 100 では、Loppi の設置はありません。 

  ※機器メンテナンス実施中等は、データ送信できませんのでご了承ください。 

施設名 設置場所 利用可能時間 

ローソン 

（市外でも可） 
店内（Loppi 端末） 24 時間 365 日 

ミニストップ 

（市外でも可） 
店内（Loppi 端末） 24 時間 365 日 

※ローソン、ミニストップに事業の担当者はおりませんのでご注意ください 

【スケジュール表】 

【コープこうべ HP】 

【データ送信方法】 

https://machinone-hamaco.org/schedule/
https://shop.coop-kobe.net/shop/index.php?area=11
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（１）スマートフォンアプリからデータを送信 

 「西宮市健康ポイントアプリ」から【歩数を送る】ボタンを押して、データを送信してください。 

                                              

※注意 

⚫ スマートフォンに記録できるのは、7日分のデータです。 

⚫ データを送信するタイミングは、7日間に１度がお勧めです。 

⚫ 送信できなかったデータや、データが消えた場合の補償はありません。 

 

６．体組成の測定について 

● 月に 1 回は定期的に専用の体組成計にて測定しましょう。測定時には、活動量計またはスマートフォンを忘

れずに持参してください。 

● 体組成計では、体重、体脂肪率、脂肪量、筋肉量、内臓脂肪レベルなどの全身チェックが可能です。 

 ※体組成計設置場所については、6～7 ページのヘルスケアステーション一覧をご覧ください。 

【注意】 

体組成計は、ペースメーカー等、体内機器装着中の方は使用できません。 

 

 

 

 

７．ポイント獲得状況の確認方法について 

健康管理サイト「からだカルテ」 

 

 

https://www.karadakarute.jp/nishinomiya-kenko 

 

（１）活動量計をご利用の方 

パソコンなどのインターネットから、「からだカルテ」にログインし、確認できます。 

ログイン方法・・・黄色い紙のシリアル情報紙に記載されている「シリアルナンバー(MYH/SN)」及び 
「シークレットナンバー(シークレット N)」をそれぞれ ID・パスワード欄に入力しログインしてください。 

スマートフォンアプリをご利用の方 

からだカルテ 検索 

体組成計の操作方法はこちらから >> 

 

https://www.karadakarute.jp/nishinomiya-kenko
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（２）スマートフォンアプリをご利用の方 

「西宮市健康ポイントアプリ」から、獲得状況が確認できます。 

  

 

（３）ヘルスケアステーションのタブレットから確認する 

体組成計と一緒に設置しているタブレットでも、「からだカルテ」にログインできます。(設置箇所は 6～7 ページ参照) 

活動量計ご利用の方は、タブレット付近に置かれている読取装置に 

活動量計を置くと自動でログインができます。 

 

WEB サイト「からだカルテ」では、パソコンやスマートフォン等から、以下の内容が確認できます。 

⚫ ポイントの獲得状況 ・歩数や測定した体組成の情報  

 

８．ウオーキングラリーについて 

「からだカルテ」にアップロードされた歩数をもとに、WEB サイト上で他の参加者とランキング形式で競争しなが
ら、日本各地や世界の名所などをめぐる、期間限定のイベントです。順位は「からだカルテ」でご確認いただけま
す。（※活動量計で参加の方は、Loppi でもご確認いただけます。） 

 

第 1 回ウオーキングラリーを下記の通り開催いたします。 

イベント期間：2022 年 10 月 1 日（土）~2022 年 11 月 30 日（水）（61 日間） 

最終データ送信日：2022 年 12 月 10 日（土） 

コース：四国シリーズ徳島編（総歩数：404,003 歩／1 日の目標歩数：6,623 歩） 

※楽しみながら、無理のない範囲で歩きましょう。 

 

＜イベントのルール＞ 

● 参加手続きは必要ありません。期間中、歩数データを送信された方が参加対象となります。 

● 本イベントにおいて歩数データは過去 10 日分までを集計対象としており、11 日以前の歩数データは 

集計対象外となります。 

➢ ウオーキングラリー開催期間中は、週に一度のデータ送信を推奨しております。 

 

 

 

 

 

 

タブレット専用 

読み取り装置 
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９．ポイントの交換について 

獲得したポイントですが、3,000 ポイントを達成した方については、参加申込時に希望していただいた賞品 

を令和 5 年 12 月末頃に送付予定です。 

3,000 ポイント達成されなかった方については、500 ポイントごとに QUO カードを送付します。 

 

ポイント集計のため、「令和 5年 10月 1日（日）~ 10日（火）」までの間に 

必ず一度データ送信をお願いします。 

獲得ポイント 交換賞品 

3,000 ポイント以上 希望賞品を送付 

2,500 ポイント～2,999 ポイント QUO カード 2,500 円分 

2,000 ポイント～2,499 ポイント QUO カード 2,000 円分 

1,500 ポイント～1,999 ポイント QUO カード 1,500 円分 

1,000 ポイント～1,499 ポイント QUO カード 1,000 円分 

500 ポイント～999 ポイント QUO カード 500 円分 

 0 ポイント～499 ポイント 無し 

 

※参加申込時に希望した賞品を変更したい方は、西宮市健康ポイント事業運営事務局 

（0120-539-149）へご連絡をお願いします。 

※賞品変更については、令和 5 年 8 月 31 日（木）までにお願いします。 

 

 

10．Ｇポイントについて 

●Ｇポイントとは 

Ｇポイントとは、様々な企業の発行するポイントをひとつにまとめて、ご希望の企業のポイントや、電子ギフト券、 

電子マネーなどに交換したり、特定団体への寄付などにご利用いただける便利なポイント交換サービスです。 

1Ｇ＝1 円相当で、共通ポイントや電子マネーポイント、寄付団体など約 120 種の銘柄へ自由に交換利用が 

できます。 

 

Gポイントの交換先の一覧は、下記 URL から、もしくは右の 

二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ってご確認ください。 

<https://pmall.gpoint.co.jp/shopsearch/?penservice=1> 
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11．青い鳥福祉基金への寄附について 

●青い鳥福祉基金とは 

この基金は、障害のある人や子供、高齢者などの福祉を充実する為の、各施策に役立てられています。 

 申込み時に、寄附を選択された方で、3,000 ポイント貯められた方については、「青い鳥福祉基金」へ西宮市 

健康ポイント事業運営事務局からまとめて、振込をさせていただきます。 

 なお、所得税や個人住民税の控除対象にはなりませんのでご注意ください。 

 

※ 3,000 ポイント未満の方については、10 ページの「９.ポイント交換について」のとおり QUO カードが送付
されます。 

 

12．各種手続きやお問い合わせ方法 

（１）活動量計の再購入の手続き 

 活動量計等を故障・破損（誤って洗濯したなどの水没等を含む）や紛失された方で、そのまま本事業への

参加継続を希望される場合は、自己負担で同じ活動量計（タニタ活動量計 AM-150）をご購入ください

［有料：税込５,０００円（送料、代引き手数料込み）］ 

 ご購入をご希望の方は、西宮市健康ポイント事業事務局（株式会社タニタヘルスリンク内） 

TEL：０１２０－５３９－１４９へご連絡ください。 

※ AM-150 以外の活動量計は本事業ではお使いいただけません。 

※ 活動量計の調子が良くない場合（例：表示されない、データの送信がうまくいかない等）は、電池切れ

でないか等を予めご確認ください。 

※ 活動量計の電池やストラップなど付属品の交換は、参加者様においてご購入のうえ行ってください。 

 

（２）本事業への参加機種変更（活動量計↔スマートフォンアプリ）の手続き 

参加する機種の変更をご希望の方は、西宮市健康ポイント事業事務局（株式会社タニタヘルスリンク内） 

０１２０－５３９－１４９へご連絡ください。 

【留意事項】 

※ 本事業への参加期間中、本手続きはおひとり様 1 回のみ 

※ 変更期限は令和 5 年 8 月 31 日（木）まで 

※ スマートフォンアプリから活動量計への変更希望の方・・・活動量計の発送料 1,000 円程度を自己負担

いただきます。 

 

（３）登録情報の変更手続き（転居や氏名の変更など） 

 参加申込時より登録情報の変更（氏名や住所変更）が発生する場合は、必ず西宮市健康ポイント事業運

営事務局（株式会社タニタヘルスリンク内） ０１２０－５３９－１４９までお電話でご連絡ください。 
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（４）転出等で西宮市民でなくなった場合の手続き（転出、死亡など） 

 転出等で西宮市民でなくなった場合は参加資格喪失となり、本事業への参加を継続することができません。ま

た、それまでに獲得されたポイントは失効となります。なお、事業に関する案内書類の発送時に転出等が理由で

書類が不着の際に、西宮市健康ポイント事業運営事務局からの登録情報の変更確認の電話などの連絡に対

して６カ月以上確認がとれない場合、参加規約に基づき自動的に退会処理とする場合がございます。 

 

（５）退会手続き 

  退会をご希望される場合は西宮市健康ポイント事業運営事務局（株式会社タニタヘルスリンク内）へ 

ご連絡ください。 

TEL：０１２０－５３９－１４９〔平日 9 時～１７時（土・日・祝日・年末年始除く）〕 

 

※ 一度退会されると、第２期事業期間の「西宮市健康ポイント」にご参加（再応募）いただくことはできま

せん。 

※ 上記の（３）・（４）・（５）いずれかの方法にて申請された当該月の翌月末をめどに、システム上でアカ

ウントの退会処理をいたします。 

 

なお、退会に際しては、下記の点にご留意ください。 

項目 留意事項 

ポイント残高 ・ ポイントの残高がある場合であっても、当該ポイントを交換することはできません。 

蓄積データ 

・ 「からだカルテ」システムに蓄積されている参加者に関するデータは、個人を特定できる情報

を削除し、個人を識別できない形に加工したうえで、本事業の評価等に利用させていただ

きます。 

・ なお、分析結果の公表に際しても個人が特定されることは一切ありません。 

再応募 

・ 第２期事業期間中の再応募はできませんが、第３期事業以降再応募は可能です。 

但し、新しく活動量計をご購入される場合は自己負担いただきます。 

（スマートフォンアプリでの再応募は費用が発生いたしません） 

 

 

【問い合わせ先】 

問い合わせ内容 問い合わせ先 

・本事業に関すること 

・各種情報の確認に関すること 

※参加申込内容、ポイントの獲得状況等 

・変更やキャンセル等の手続きに関すること 

・その他 

 

■西宮市健康ポイント事業運営事務局 
 （株式会社タニタヘルスリンク内） 
※西宮市が(株)タニタヘルスリンクに事業を委託しています。 

 

TEL：0120-539-149 
受付時間：平日 9 時～17 時 

（土・日・祝日・年末年始は除く） 
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【概要】 

◼ 付与条件：対象の西宮いきいき体操への参加 

◼ 付与期間：令和 4 年 10 月 1 日～令和５年９月３０日 

◼ 付与レート：40 ポイント／回 

※１週間（月曜日から日曜日）で４０ポイントが上限です。 

【ポイントの取得方法】 

① 活動量計参加者は「二次元コードタグ」、スマホアプリ参加者はスマホを持って、西宮いきいき体操に参加してください。 

② グループの代表者または係の人に「二次元コード」を提示してください。 

③ グループの代表者または係の人が専用 WEB サイトからスマートフォンなどで「二次元コード」を読み込むことで、 

ポイントが取得できます。 

注意点 

西宮いきいき体操の実施グループによってはポイント取得ができない場合がございますので、 

必ず、事前にご確認ください。なお、西宮いきいき体操の実施グループ情報 

（開催場所・時間・ポイント対象グループなど）については、 

西宮市の社会資源 WEB サイト『Ayamu』より、ご確認ください。 

 

西宮市の社会資源WEB サイト：Ayamu へアクセス ＞＞ 

https://chiiki-kaigo.casio.jp/nishinomiya1 

 

 

● 「二次元コードタグ」（スマホアプリ参加者はスマホ）を忘れた場合は、ポイントが取得できません。 

● グループの代表者または係の人が欠席した場合等、「二次元コード」を読み込む人が 

不在の場合は、ポイントは取得できません。 

● 体操をする際は体調に留意し、怪我のないようにご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

西宮いきいき体操の紹介サイトへアクセス >> 

 

西宮いきいき体操とは？？ 

この体操は週１回実施することが基本です。毎週参加することで、「地域の皆さんと顔見知りになり、街で出会っても声をかけ

るなど地域でのつながりを感じるようになった」との声も聞かれます。休みがちの方に声をかけ、参加者同士で見守り活動を行っ

ているグループもあり、健康づくりだけでなく、仲間づくり・地域づくりにつながっています。 

イベントポイントについて（西宮いきいき体操） 付録 
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【概要】 

■付与条件：対象の共生型地域交流拠点へのご来訪（交流拠点のスタッフにお声がけください。） 

■付与期間：令和 4 年 10 月 1 日～令和５年９月３０日 

■付与レート：2 ポイント/回・日 

1 日に複数の交流拠点に行かれる場合、2 箇所目以降のポイント付与はされません。 

 

共生型地域交流拠点一覧（チェックインポイント対象拠点のみ） 

名称 実施日 時間 場所 

まち cafe なごみ 月曜～土曜 

（祝日・年末年始休） 

9 時～16 時 東鳴尾町２丁目 16-19-102 

ふくふくサロン今津 月曜～金曜 

（祝日・年末年始休） 

10 時～16 時 今津出在家町 2-2 

ふれぼの cafe 月曜～金曜 

（祝日・年末年始休） 

10 時～16 時 中前田町 1-23 

(地域共生館ふれぼの内) 

すまいるサロン春風 火曜～金曜 

（祝日・年末年始休） 

9 時 30 分～15 時 30 分 甲子園浦風町 1-1 

つどい場はまかぜ 月曜～金曜 

（祝日・年末年始休） 

9 時～15 時 西宮市甲子園九番町 5-9 

対象拠点は、今後追加される可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、活動を自粛する場合もあります

のでご了承ください。なお、最新の情報については、「西宮市社会資源情報サイト」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックインポイント（共生型地域交流拠点）について 付録 

西宮市社会資源情報サイトへアクセス ＞＞ 

 

共生型地域交流拠点（以下、「交流拠点」）とは？？ 

年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、地域にお住まいのすべての方が参加することができる常設の交流の場です。 

参加者が持つ力（趣味・特技など）を活かした活動が生まれたり、参加者同士で日々の些細な出来事や悩みごとなどをお

話されたりしています。また、交流拠点に参加されることで、生きがいや、参加者同士の相互見守りが生まれています。 

★詳しくは、市ホームページをご覧ください。 

 (ページ番号：62314922) 

 

市ホームページにアクセス ＞

＞ 
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第２期（令和４年 10 月１日から令和５年９月 30 日まで）の健診受診ポイントについて、令和４年 10 月１日

から令和５年７月 31 日までの間に受診された下記①～③の健診を対象とし、ポイントを付与させていただきます。 

（ご自身でのポイント申請は不要です。）特定健診等対象の健診機関については、受診券に同封されているリーフレット

または、西宮市ホームページ（ページ番号：98336095）でご確認ください。 
 

①西宮市国民健康保険 特定健康診査（※１） 

②西宮市長寿（後期高齢者）健康診査（※１） 

③西宮市基本健康診査（※２） 

 

ポイント付与については、対象期間（令和４年１０月から令和５年７月 31 日まで）に受診されたものを一括で集

計し、第２期分のポイントとして令和５年１０月頃に付与させていただきます。 

 

 

 

 

（※１）国民健康保険及び後期高齢者医療制度における費用助成対象となる人間ドック受診を含みます。 

人間ドック受診費用助成対象の健診機関については、下記の５ヶ所です。 

      【人間ドック受診費用助成対象の健診機関】 

      西宮市立中央病院、西宮市医師会診療所、北口保健福祉センター健診施設、 

高田上谷病院、谷向病院健診センター 

 

（※２）基本健康診査の対象者は、実施年度の４月２日以降に健康保険が変わった人、または生活保護受給者です。 

受診には事前に受診券が必要です。 

 

 

付録 健診受診ポイント対象健診について 


