令和 4 年度

東久留米市健康課から大切なお知らせ

～がんや生活習慣病はコロナの収束を待ってくれません～

新型コロナウイルス感染症の不安から、がん検診や健診の受診を控えようとしていま
せんか？
健康を守るためには、がん検診と健診の「定期的な受診」が大切です。
特にがんは早期のうちは無症状であることがほとんどで、検診を受けないと見つけるこ
とができません。
自己判断で受診を控えずに、定期的に受診しましょう。がん検診・健診の受診が大切
な命、そして大切な人を守ることにつながります。コロナで外出自粛が求められていても、
がん検診・健診の受診は「不要不急の外出」には該当しませんので必ず受診しましょう。

検診・健診会場は、新型コロナウイルス感染症対策のためのガイドラインに基
づいて感染症対策を徹底し、コロナ禍でも安心して受診していただけるための
環境確保に努めています。
受診に際しては、新型コロナウイルスワクチンを接種された方であっても、次
の感染対策にご協力をお願いいたします。
●受診の際には体温測定を行い、風邪症状や 37.5 度以上の発熱、
強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がないこと
●マスクの着用
●会場の入館・退館時、検診・健診中の手指消毒や手洗い
●受付時間を守り、密集・密接を防ぐこと

お持ちの保険証をご確認ください。保険証の種類によって受けられる健診が異なります
★被用者保険（会社の健康保険）に加入している方は市の健診は受けられません。
ご自身の保険証をご確認の上、会社の健康保険組合等にご確認ください。

保険等の種類は？

受けられる健診

東久留米市
国民健康保険

特定健康診査

被用者保険

健診はご自身の加入する健康

東久留米市では、国の指針に基づき、
がん検診を実施しています。
自費で受けるよりもかなり安い費用で受診できます
ので、ぜひこの機会にお受けください。

★「胃がん検診」、
「乳がん検診」、
「骨粗しょう症検診」
は
スマートフォンからも
申し込みができます！

対象の方には個別でご郵送致します。
＜健康診査のご案内について＞

市より誕生月ごとに

年齢は？

健診書類が郵送され、
お手元に届きます。
詳しくは中面をご覧く
ださい。

健康診査のご案内
健康診査のご案内

（会社の保険組合、協会けんぽ等）

保険組合等が実施します。
健診実施方法については、

市から健診の
ご案内は届きません

ご自身の保険証から発行元を
確認し、お問い合わせください。

無保険者
健康診査

生活保護受給

★ご注意ください

75歳以上

３月以降に新たに国民健康保険等に加入した

後期高齢者
医療制度

後期高齢者
健康診査

お得に!楽しく！いつの間にか、もっと元気に！
お得に ! 楽しく！いつの間にか、もっと元気に！

健康課特定健診係までお問い合わせください。

※無料でご登録・ご利⽤いただけます
※無料でご登録・ご利用いただけます

１ あなたの健診結果から

手に入れてみましょう！

通 勤 の 時、エ レ ベ ー
地元で買い物するよう
ターではなく、階段を
になり、健康に気をつ
通勤の時、エレ
地元で買い物する
利用するように心が
けたり、いいことが多
け、体力がついた
い！
ベーターではなく、
ようになり、健康
（40 歳・女性）
（75 歳・男性）

に気をつけたり、
いいことが多い ！
（75歳・男性）
申請はオンライン

方など は、申し込みが必要な場合があります。

東久留⽶市国⺠健康保険 ご加⼊者対象サービスのご案内

市では、健康の目標をたて「日々の取り組み」を記
録し、ポイントを貯めた方に、市内１００店舗以上
市では、健康の目標をたて「日々の取り組み」を記録し、ポイントを貯めた
のカード利用店で使える“元気plus＋カード”を発
方に、市内１００店舗以上のカード利用店で使える “元気 plus＋カード”
行します。健康りのきっかけとして、ぜひチャレンジを
づくりのきっかけとして！、ぜひチャ
を発行します。健康づく
レンジを！
ガイドブッQRコード
＜元気ｐlus+
にチャレンジした方の声＞ まずは、ガイドブックを
＜元気ｐlus+にチャレンジした方の声

階段を利用するよ
うに心がけ、体力
がついた
（40歳・女性）

3

一部を除き、個別のご案内はしておりません。
広報などをご確認のうえお申込みください。

東久留米市では、厚生労働省の通達に基づき地域の感染状況等を鑑み、検診を実施しています。
今後内容が変更される可能性がございます。
変更が生じる場合は、市ホームページや広報紙などでご案内いたします。

40～74歳

明日の健康のため、
忘れずに受診を！
！

2

3

健康づくりで

お得な商品と

「発症予測が分かる」

「ポイントが貯まる」

「ポイントを交換」

最新の健診結果を元に、

健診の受診や、イベントの参加

貯まったポイントは、健

あなたの「疾病発症予測」

でポイント獲得︕

康グッズなど、お得な商

を判定︕

品と交換♪
商品の
一例です

商品の
⼀例です

イラス

QUPiO Plusのご利用は・・・

でも OK ！

東久留米 健康サポート

東久留米

まずは、ガイドブックを手に入れてみましょう！

健康増進・サポート

検索
の

は

「東久留米市国民健康保険被保険者証」を

市内の見どころ
市内の見どころを
“ぎゅっ”
“ぎゅっ”と凝縮し
と凝縮した４種類８コース
のウォーキングマップ。
た４種類８コースの
全域版もあります。
ウォーキングマップ。
ぜひ活用ください！

全域版もあります。
ひplus+
活用く
ださい！
<ぜ
元気
ガイドブック＆ウォーキングマップ配布場所＞

「 東 久 留 米 市 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 証 」を
ご準備のうえ、パソコンやスマートフォンから東
ご準備のうえ、パソコンやスマートフォンから東久
久留米市ホームページにアクセスし、左のバ
留米市のホームページ内に設置された外部リンク
ナーをクリックしてください。
へアクセスしてください。

マップの

・市役所
)・健康課
<元気(p屋内ひろば「市内案内板」
lus+ガイドブック＆ウォ「市政情報コーナー」等
ーキ ン グ マップ配 布場
所＞ ( わくわく健康プラザ内 )
・各地域センター・各地区センター・スポーツセンター 等

※QUPiO Plus（クピオプラス）の運営は、
▷東久留米市：保険年金課
☎ 042-470-7733
・ 健康課
▷東久留⽶市
︓ 保険年⾦課 ☎042-470-7733
・ 健康課
☎042-☎ 042-477-0013
ＳＯＭＰＯヘルスサポート株式会社へ業務委託
『QUPiO Plus』について詳しくは… ＳＯＭＰＯヘルスサポート QUPiO Plus サポート窓口

・市役所(屋内広場「市内案内板」」「市政コーナー」等）・健康課(わくわく健康プラザ内）
お問い合わせ ・各地区センター
健康課保健サービス係
０４２−４７７−００２２
・中央図書館 ・各地域センター
・スポーツセンター
等

『QUPiO Plus』について詳しくは・・・ ＳＯＭＰＯヘルスサポート QUPiO Plusサポー

フリーダイアル：☎ 0120-818-448

しています。

フリーダイアル︓☎0120-818-448（受付時間︓平⽇9時〜18時（但し、年末年始・夏季休暇を
（受付時間：平日 9 時～ 18 時（但し、年末年始・夏季休暇を除く）

※ QUPiO Plus（クピオプラス）の
運営は、SOMPO ヘルスサポート
株式会社へ業務委託しています。

一部を除き、個別のご案内はしておりません。市のホームページや広報紙などをご確認の
うえお申し込みください。

※新型コロナウイルス感染症の状況により
実施時期や事業内容が変更される場合があります。

コロナ禍で健康を見つめなおす今だからこそ、忘れずに受診しましょう
詳細については、市のホームページや「広報紙ひがしくるめ」に掲載しますのでご確認ください。

中旬頃

（ 検診車は
市へ電話 ）

※広報紙掲載は掲載号が前後する場合などがあります。

：市のホームページや広報紙などでお知らせした募集期間内にお申込みいただかないと実施期間中であっても受診できません。ご注意ください。
募集期間
受診期間

