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平成２８年度結核健康診断

１　健診実施日時・場所
別紙「結核健診日程表」のとおり
２　参考
(1)　対象年齢は６５歳以上（来年３月３１日までに６５歳になる方も含む）で
す。
(2)　受診料は無料です。（全額市が負担します。）
(3)　健診を受けるには受診票が必要で，各町内会を通じて配付する「結核
健診のお知らせ」（チラシ）に受診票と近隣地区の健診日程が印刷されてい
ます。
また，受診票が不足していた方や忘れた方のために，当日健診車にも受診
票を用意してあります。
(4)　健診の結果は，精密検査が必要な方のみ受診後２か月以内にお知ら
せします。異常のない方，再検査の必要のない方にはお知らせいたしませ
ん。
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平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

静望公園前路上 旭岡２丁目 ９：３０～０９：５５

旭岡公園前路上 旭岡５丁目 １０：１０～１０：２５

錦エゾリス公園前路上 錦町２４丁目 １０：４０～１０：５５

セブンイレブン緑町店駐車場 緑町２５丁目 １１：１０～１１：２５

西近文会館前路上 近文町２５丁目 １３：３０～１３：５０

JR近文駅前　 近文町２０丁目 １４：０５～１４：２５

近文小学校（嵐山通り）前路上 緑町１７丁目 １４：４０～１４：５５

はるかぜ児童会館前路上 錦町２１丁目 １５:１０～１５:３５ 近文西

にしき公園前路上(トイレ側) 錦町１７丁目 １５:５０～１６:０５ 近文東

旭川市民生活館駐車場 緑町１５丁目 ９:３０～９：４５

旭川市近文生活館前路上 錦町１４丁目 １０：００～１０：１５

旭川赤十字血液センタ－駐車場 川端町７条１０丁目 １０：３０～１０：５５

川端ほのぼの公園前路上 川端町４条１０丁目 １１：１０～１１：２５

川端ふれあい公園前路上　 川端町５条８丁目 １３：３０～１３：４５

川端共栄会館前路上 川端町２条５丁目 １４：００～１４：２０

ツルハドラッグ近文店駐車場 北門町１４丁目 １４：３５～１５：００

そがべ理容院横路上 北門町１９丁目 １５：１５～１５：４０

北門ビーバー公園前路上　 北門町２１丁目 １５：５５～１６：１０

北光小学校正門前路上 旭町１条１６丁目 ９：３０～９：４５

旭川盲学校正門前路上 旭町２条１５丁目 １０：００～１０：２０

大町しろくま公園前路上 大町２条１８丁目 １０：３５～１０：５５

ヘア－サロンすずき横路上 大町２条１５丁目 １１：１０～１１：２５

天理教旭昇分教会前路上 大町２条８丁目 １３：３０～１３：４５

北星地区センター駐車場 旭町２条８丁目 １４：００～１４：２５

願船寺駐車場 大町１条１０丁目 １４：４０～１５：００

大町もず公園前路上　 大町２条１４丁目 １５：１５～１５：３０

ツルハドラッグ近文店駐車場（夜間） 北門町１４丁目 １７：３０～１７：５０ 旭星西

昭徳寺駐車場 旭町２条１３丁目 ９：３０～９：４５

石川左官工業（株）前路上 北門町１３丁目 １０：００～１０：１５

川村カ子トアイヌ記念館前路上　 北門町１１丁目 １０：３０～１０：４５

北星公民館前路上 北門町８丁目 １１：００～１１：１５

大有小学校給食玄関前路上 旭町１条６丁目 １１：３０～１１：４５

理容花咲横路上 花咲町１丁目 １３：３０～１３：４５

北洋銀行旭川北支店裏路上 大町１条３丁目 １４：００～１４：１５

錦谷寺前路上★ 大町１条５丁目 １４：３０～１４：５０

5月23日(月)

北星

5月20日(金)

旭星西

旭星

旭星

5月16日(月)

近文西

近文東

5月19日(木)

近文東

川端

旭星西

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

梅の湯駐車場 旭町２条３丁目 １５：０５～１５：２５

平和湯向い駐車場 大町１条１丁目 １５：４０～１５：５５

北星地区センタ-駐車場（夜間） 旭町２条８丁目 １７：３０～１７：５０ 旭星

タカハタ建設（株）前路上　 本町２丁目 ９：３０～９：４５ 北星

道立美術館通り前路上 ６条通３丁目 １０：００～１０：１５

ダイイチ西店前路上（佐藤商店側） ２条通４丁目 １０：３０～１０：４５

若草公園前路上（2丁目側） ２条通３丁目 １１：００～１１：１５

道営住宅宮下西団地Ａ棟前路上（ロジェ宮下通側） 宮下通３丁目 １１：３０～１１：４５

栄町会館前路上 ４条西１丁目 １３：３０～１３：４５

旭川頌栄保育園前路上 ２条西３丁目 １４：００～１４：１５

横田ハイツ前路上 ３条西５丁目 １４：３０～１４：４５

旭川バプテスト教会前路上 ８条西１丁目 ９：３０～９：４５

天理教忠別分教会前路上 ５条西３丁目 １０：００～１０：１５

（株）NIPPO道北統括事業所前路上　 ７条西５丁目 １０：３０～１０：４５

旭西会館前路上 ５条西８丁目 １１：００～１１：２０

亀吉公園前路上 亀吉２条２丁目 １３：３０～１３：５０

アヤコ美容室前路上 曙北２条６丁目 １４：０５～１４：２０

曙児童会館（曙高齢者憩いの家）前 曙２条８丁目 １４：３５～１４：５０

熊谷工芸（看板）前路上 曙２条４丁目 １５：０５～１５：２０

ニューマルヨシクリーニング前路上 １０条通８丁目 １５：３５～１５：５０ 中央

森山病院横（７条側）路上 ８条通６丁目 ９：２０～９：３５

８条プレジャ－前路上 ８条通９丁目 ９：５０～１０：０５

ハタケヤマビル前路上 ９条通１２丁目 １０：２０～１０：３５

旭川釣具センタ－前路上 ９条通１６丁目 １０：５０～１１：０５

大成市民センタ－横（１３丁目側）路上 ６条通１４丁目 １１：２０～１１：３５

カトリック旭川五条教会駐車場　 ５条通１１丁目 １３：３０～１３：４５

小林かもじ店横路上 ５条通７丁目 １４：００～１４：１５

金峰寺裏仲通路上 ５条通１７丁目左７ １４：３０～１４：４５

大黒湯前路上 ３条通１７丁目 １５：００～１５：１５

真高寺横路上 １条通１６丁目 １５：３０～１５：４５

ニュ－中里眼鏡店横路上 ３条通１３丁目 １６：００～１６：１５

吉岡商店前路上 宮下通１３丁目 １６：３０～１６：４５

ダイイチ西店前路上（佐藤商店側）（夜間） ２条通４丁目 １７：３０～１７：５０ 西

5月23日(月)
北星

5月24日(火)
西

5月27日(金)
西

5月30日(月)

中央

大成

中央

大成

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

旭川市公会堂駐車場前 常磐公園内 ９：２０～９：５０ 中央

かえで公園前（１１条側）路上 １０条通２１丁目 １０：１０～１０：２５

きほく公園入口前路上 ９条通２２丁目 １０：４０～１０：５５

福の湯前路上 ８条通２１丁目 １１：１０～１１：２５

中央公民館前路上 ５条通２０丁目 １３：３０～１３：４５

北見信用金庫４条通支店横路上 ４条通２２丁目右10 １４：００～１４：１５

第１豊岡団地Ａ－２棟横路上 ５条通２４丁目 １４：３０～１４：５０

旭川隣保会第二保育所前路上 ２条通２０丁目 １５：０５～１５：２０

ゴルフプラザ旭川前路上 ７条通１８丁目右３ １５：３５～１５：５０

第２豊岡団地集会所前路上 豊岡５条１丁目 １６：０５～１６：２０ 豊岡

(有)新井塗装前路上　 豊岡６条１丁目 ９：３０～９：４５

旭川ア・モ－ルショッピングセンタ－駐車場（JAあさひかわ側） 豊岡３条２丁目 １０：００～１０：２５

豊岡公園（５条側）前路上　 豊岡６条３丁目 １０：４０～１０：５５

豊岡第四公園（３丁目側）前路上 豊岡２条４丁目 １１：１０～１１：２５

旭川市東地区体育センタ－駐車場 豊岡２条５丁目 １３：３０～１３：５０

ツダ酒米店横路上 豊岡２条６丁目 １４：０５～１４：２０

きぼう町内会館前 豊岡５条６丁目 １４：３５～１４：５０ 愛宕

豊岡れんげ公園前路上 豊岡６条５丁目 １５：０５～１５：２０

旭川ア・モ－ルショッピングセンタ－駐車場（北海道銀行側） 豊岡３条２丁目 １５：３５～１６：００

第２豊岡団地集会所前路上（夜間） 豊岡５条１丁目 １７：３０～１７：５０

セブンイレブン豊岡８条店前 豊岡８条２丁目 ９：３０～９：４５

島商店前路上 豊岡９条１丁目 １０：００～１０：１５

朝日団地しらかば公園前路上 豊岡１３条１丁目 １０：３０～１０：４５

豊岡こまくさ公園前路上　 豊岡１３条３丁目 １１：００～１１：１５

豊岡地区センタ－前路上 豊岡１１条３丁目 １１：３０～１１：５０

豊岡まつ葉公園前（９条側）路上 豊岡８条４丁目 １３：３０～１３：４５

愛宕共生町内会館前路上 豊岡１１条５丁目 １４：００～１４：２０ 愛宕

豊岡りんどう公園前路上 豊岡１４条４丁目 １４：３５～１４：５０ 新豊岡

愛宕第２町内会案内図前（豊岡１５条５丁目）路上 豊岡１５条５丁目 １５：０５～１５：２５

愛宕団地集会所前路上 豊岡１５条６丁目 １５：４０～１６：００

コミュニティストア－愛宕店横路上 豊岡１４条６丁目 １６：１５～１６：３０

旭川市東地区体育センタ－駐車場（夜間） 豊岡２条５丁目 １７：３０～１７：５０ 東豊中央

6月2日(木)

豊岡

新豊岡

愛宕

5月31日(火) 朝日

6月1日(水)

豊岡

東豊中央

豊岡

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

共栄小学校正門前路上 豊岡２条１０丁目 ９：３０～９：５５

豊岡やすらぎ公園前路上 豊岡２条８丁目 １０：１０～１０：２５

豊岡サフラン公園（トイレ側）前路上 豊岡３条８丁目 １０：４０～１０：５５

豊岡サルビア公園前路上 豊岡４条８丁目 １１：１０～１１：２５

豊岡アヤメ公園前路上 豊岡５条１０丁目 １３：３０～１３：４５

豊岡ヒナゲシ公園前路上 豊岡７条１０丁目 １４：００～１４：１５

愛宕公民館前路上 豊岡７条９丁目 １４：３０～１４：４５

豊岡さつき公園前路上（ラルズマート豊岡店隣） 豊岡７条８丁目 １５：００～１５：２０

豊岡あざみ公園前路上 豊岡７条６丁目 １５：３５～１５：５０

豊岡８・６児童遊園前路上 豊岡８条６丁目 １６：０５～１６：２０

愛宕しらかば公園前路上 豊岡１２条７丁目 ９：３０～９：４５

豊岡つくし公園前路上 豊岡１４条７丁目 １０：００～１０：１５

豊岡のぎく公園前路上 豊岡１３条８丁目 １０：３０～１０：４５

旭川のなか保育園前路上 豊岡１１条８丁目 １１：００～１１：１５

豊岡東公園（８丁目側）前路上 豊岡１０条９丁目 １３：３０～１３：４５

豊岡あおぞら公園前路上 豊岡１６条７丁目 １４：００～１４：１５

東部住民センタ－駐車場 東光５条２丁目 ９：３０～９：５５

つぼ八旭川東光店前路上 東光２条４丁目 １０：１０～１０：２５

東栄小学校（プ－ル側）前路上 東光４条６丁目 １０：４０～１０：５５ 東豊中央

南新栄町内会館前路上　 東光４条７丁目 １１：１０～１１：３０

東光まゆみ公園前路上 東光６条７丁目 １３：３０～１３：４５

旭川市第三小学校（職員玄関）前路上 東光８条８丁目 １４：００～１４：２０

東光ふじ公園前路上 東光５条８丁目 １４：３５～１４：５５

豊岡さつき公園前路上（ラルズマート豊岡店隣）（夜間） 豊岡７条８丁目 １７：３０～１７：５０ 愛宕

東光千代田二町内会館前 東光８条６丁目 ９：３０～９：４５

東光８条花園公園前路上（旧　円山商店前） 東光８条５丁目 １０：００～１０：２５

ローソン東光９条４丁目店横路上　 東光９条４丁目 １０：４０～１０：５５

旭川市東光図書館前 東光６条４丁目 １１：１０～１１：３５

第３東光団地（スポ－ツ広場）前路上 東光１２条４丁目 １３：３０～１３：４５

ながのこどもクリニック横 東光１１条３丁目 １４：００～１４：１５

三橋内科胃腸科裏路上（１０条側） 東光１１条２丁目 １４：３０～１４：５０

豊岡地区センタ－前路上（夜間） 豊岡１１条３丁目 １７：３０～１７：５０ 新豊岡

東光１６条児童遊園前路上　 東光１６条４丁目 ９：３０～９：４５ 東光南

東光わらべ公園前路上 東光１４条５丁目 １０：００～１０：１５

おおすみクリ－ニング店前路上 東光１３条６丁目 １０：３０～１０：４５

東光あじさい公園前路上 東光１２条６丁目 １１：００～１１：１５

ビッグハウス東光店駐車場 東光１０条７丁目 １３：３０～１４：００

千代田公園（９丁目側）前路上 東光１３条８丁目 １４：１５～１４：３５

めばえ会館前路上 東光１４条7丁目 １４：５０～１５：１０

東部住民センタ－駐車場（夜間） 東光５条２丁目 １７：３０～１７：５０ 東光

6月14日(火)

東部東光

千代田

6月9日(木) 愛宕

6月10日(金)

東光

千代田

6月13日(月)

東豊中央

東光

東光南

6月3日(金)

千代田

東旭川中央

愛宕

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

光陽公園前路上 東光２条１丁目 ９：３０～９：４５

東光のぞみ公園（トイレ側）前路上　 東光２条２丁目 １０：００～１０：１５

千代田小学校正門前路上 東光８条３丁目 １０：３０～１０：４５

東光おおぞら公園前路上 東光７条１丁目 １１：００～１１：１５

こんぴら公園前路上 東光９条１丁目 １１：３０～１１：４５

東光真和公園前路上 東光１７条５丁目 ９：３０～９：４５

東光小学校正門（７丁目側）前路上 東光１７条６丁目 １０：００～１０：２０

東光ひがし野公園前路上 東光１９条７丁目 １０：３５～１０：５０

ユ-トピアそよかぜ会館前 東光１５条８丁目 １１：０５～１１：３０

東光ラベンダ－公園前路上 東光２４条６丁目 １３：３０～１３：４５

東光ポピ－公園前路上 東光２１条６丁目 １４：００～１４：１５

東部中央公園前路上(テニスコート側） 東光２１条５丁目 １４：３０～１４：４５

東光公園（９丁目側）前路上 東光１条８丁目 １５：００～１５：１５

共栄三会館前路上 東光１条１０丁目 １５：３０～１５：４５

ビッグハウス東光店駐車場（夜間） 東光１０条７丁目 １７：３０～１７：５０

宮前のぞみ公園前路上（ロジェ宮前1側） 宮前東 ９：３０～９：４５

セブンイレブン南６条通店駐車場　 南６条通２１丁目 １０：００～１０：１５

旭川スイミングスク－ル前路上 南８条通２４丁目 １０：３０～１０：４５

啓明地区センタ－駐車場 南４条通２５丁目 １１：００～１１：２０

南２条ミツバチ公園前路上　 南２条通２１丁目 １３：.３０～１３：４５

宮下東宮公園前路上　 宮下通２１丁目 １４：００～１４：１５

旭川市東光図書館前（夜間）★ 東光６条４丁目 １７：３０～１７：５０ 東光

松浦様宅前 旭神町２号 ９：３０～９：４５

旭神もみじ公園前路上 旭神３条４丁目 １０：００～１０：１５

旭神さくら公園前路上 旭神１条５丁目 １０：３０～１０：４５

旭神中央公園前路上 旭神１条４丁目 １１：００～１１：１５

旭神ひばり公園前路上 旭神２条２丁目 １１：３０～１１：４５

神楽岡てんとうむし公園前路上　 神楽岡１条５丁目 １３：３０～１３：５０

神楽岡８区町内会館前 神楽岡５条４丁目 １４：０５～１４：３０

神楽岡神朋公園前路上　 神楽岡７条６丁目 １４：４５～１５：００

いちむら米穀店前路上 神楽岡６条６丁目 １５：１５～１５：３０

6月21日(火)
啓明

6月22日(水)

旭神

神楽岡東

6月15日(水) 東光

6月20日(月)

東部東光

千代田

東部東光

千代田

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

神楽岡くわがた公園前路上 神楽岡７条４丁目 ９：３０～９：４５ 神楽岡東

セイコーマート神楽岡通店駐車場　 神楽岡８条２丁目 １０：００～１０：２０

神楽岡パ－クハイツ前路上 神楽岡１０条３丁目 １０：３５～１０：５０

神楽岡４区東児童遊園前路上　 神楽岡１０条４丁目 １１：０５～１１：２０

神楽岡地区センター前 神楽岡１２条２丁目 １３：３０～１３：５０

リカ－ショップまつした前路上 神楽岡１２条３丁目 １４：０５～１４：２０

神楽岡ゆきむし公園前路上　 神楽岡１２条８丁目 １４：３５～１４：５０

やまや商店前路上 神楽岡１３条６丁目 １５：０５～１５：３０

神楽岡くつわむし公園前路上 神楽岡１４条４丁目 １５：４５～１６：００

神楽市民交流センター（南側駐輪場）前 神楽３条６丁目 １６：１５～１６：４０ 神楽本町

神楽岡８区町内会館前（夜間） 神楽岡５条４丁目 １７：３０～１７：５０ 神楽岡東

常丸接骨院前路上　 神楽６条１３丁目 ９：３０～９：５５

高野会館前路上 神楽７条１１丁目 １０：１０～１０：３５

神楽そよかぜ公園前路上 神楽４条１２丁目 １０：５０～１１：０５

神楽まつむし公園前路上 神楽２条１１丁目 １１：２０～１１：３５

神楽みのむし公園前路上　 神楽４条１０丁目 １３：３０～１３：４５

ローソン神楽２条店裏路上　 神楽２条９丁目 １４：００～１４：１５

ＪＡあさひかわ神楽支所（見本林通り側）前路上 神楽５条８丁目 １４：３０～１４：５０

神楽さつき公園前路上 神楽６条５丁目 １５：０５～１５：２０

ＮＴＴ東日本神楽ビル前路上 神楽５条２丁目 １５：３５～１５：５０

神楽岡地区センタ-前（夜間） 神楽岡１２条２丁目 １７：３０～１７：５０ 神楽岡

ファミリ－ショップはやさか横路上 高砂台５丁目 ９：３０～９：４５

高砂台東町内会館前 高砂台４丁目 １０：００～１０：１５

台場緑が丘公園前路上　 台場東２丁目 １０：３５～１０：５０

台場第１町内会館前 台場１条５丁目 １１：０５～１１：２０

台場あさかぜ公園前路上 台場１条４丁目 １１：３５～１１：５０

えさしストア－前路上 台場３条１丁目 １３：３０～１３：４５

春日町内会館前 江丹別町春日 １４：１０～１４：３０ 嵐山

やまや商店前路上（夜間） 神楽岡１３条６丁目 １７：３０～１７：５０ 神楽岡

神居ピーターパン公園前路上　 神居６条１０丁目 ９：３０～９：４５

紙谷燃料店前路上 神居８条８丁目 １０：００～１０：１５

野菜・果物つつみ前路上 神居７条５丁目 １０：３０～１０：４５

神居小学校正門前路上 神居４条６丁目 １１：００～１１：２０

ベストプライス神居東店横路上 神居２条１３丁目 １３：３０～１４：０５

神居住民センタ－駐車場 神居２条１７丁目 １４：２０～１４：４０

神居かわかぜ公園前路上 神居１条２１丁目 １４：５５～１５：１０

神居東公園前（３条側）路上 神居４条２０丁目 １５：２５～１５：４０

雨分そよかぜ公園前路上 神居４条１８丁目 １５：５５～１６：１０

啓明地区センタ－駐車場（夜間） 南４条通２５丁目 １７：３０～１７：５０ 啓明

6月28日(火)

神居中央

神居東

6月24日(金)

高野

神楽宮前

神楽本町

6月27日(月)

神居中央

台場

6月23日(木)
神楽岡

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

旭川神居デイサ－ビスセンタ－横 神居４条１１丁目 ９：３０～１０：００

神居つくし保育園前路上 神居４条１４丁目 １０：１５～１０：３５

とびと商店前路上 神居６条１６丁目 １０：５０～１１：２０

伊ノ沢市民スキー場第一駐車場　 神居町富沢 １３：３０～１３：４５

観音遊園地前路上 神居町富沢 １４：００～１４：１５

めばえ幼稚園前路上 神居８条１２丁目 １４：３０～１４：４５

神居支所前路上 神居２条９丁目 １５：００～１５：１５ 神居中央

上雨紛第３町内会館前 神居町上雨紛西１ ９：４０～９：５５

雨紛一町内会館前 神居町雨紛７号 １０：１０～１０：２５

雨紛二町内会館前 神居町雨紛２７８番地 １０：４０～１０：５５

聞光寺前 神居町雨紛１３１番地 １１：１０～１１：２５

富沢高齢者いこいの家前 神居町富沢 １３：３０～１３：５０ 神居中央

（株）石田兼松工業前路上 南が丘１丁目 １４：２０～１４：３５ 忠和

神居シンデレラ公園前路上 神居９条１丁目 １４：５０～１５：０５

神居５の３町内会館前路上 神居６条１丁目 １５：２０～１５：３５

神居神社横路上 神居２条３丁目 １５：５０～１６：０５

ベストプライス神居店横（4丁目側）路上 神居２条５丁目 １６：２０～１６：３５

神楽市民交流センター（南側駐輪場）前（夜間） 神楽３条６丁目 １７：３０～１７：５０ 神楽本町

コープさっぽろ忠和店駐車場　 忠和５条８丁目 ９：３０～９：５０

旭川市忠和地区センタ－前 忠和５条５丁目 １０：０５～１０：３０

すずかけ児童遊園前路上　 忠和７条５丁目 １０：４５～１１：００

まろにえ遊園地前路上 忠和８条５丁目 １１：１５～１１：３０

忠和あかね公園前路上 忠和５条４丁目 １３：３０～１３：４５

忠和ポパイ公園前路上 忠和７条４丁目 １４：００～１４：１５

忠和タイガ－公園前路上 忠和８条３丁目 １４：３０～１４：４５

忠和バンビ公園前路上 忠和６条３丁目 １５：００～１５：１５

忠和モ－モ－公園前路上 忠和３条３丁目 １５：３０～１５：４５

忠和アトム公園前路上 忠和３条４丁目 １６：００～１６：１５

忠和ペリカン公園前路上★ 忠和２条５丁目 １６：３０～１６：４５

神居支所前路上（夜間） 神居２条９丁目 １７：３０～１７：５０ 神居中央

7月1日(金)
忠和

6月29日(水)
神居東

6月30日(木)

神居雨紛

神居中央

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

忠和地区会館前 忠和３条７丁目 ９：３０～９：４５

忠和やまびこ公園（３条側）前路上 忠和４条６丁目 １０：００～１０：２０

ひとみ幼稚園前 忠和４条１丁目 １０：３５～１０：５０

忠和つばき公園前路上 忠和６条１丁目 １１：０５～１１：２０

忠和四町内会館前 忠和２３９－５ １３：３０～１３：４５

嵐山出張所駐車場 江丹別町嵐山２ １４：００～１４：２０ 嵐山

江丹別支所前 江丹別町中央 １４：４０～１５：００ 江丹別

旭川市忠和地区センタ－前（夜間） 忠和５条５丁目 １７：３０～１７：５０ 忠和

豊里第４町内会館前路上 神居町豊里４ １３：３０～１３：５０

豊里第２町内会館前路上 神居町豊里２ １４：０５～１４：２５

西丘第１町内会館前 神居町西丘１ １４：４０～１５：００

西丘第２町内会館前 神居町西丘２ １５：１５～１５：３５

古潭第５町内会館前 神居町神居古潭 １５：５０～１６：１０

神居住民センタ－駐車場（夜間） 神居２条１７丁目 １７：３０～１７：５０ 神居東

東旭川たんぽぽ公園前路上 東旭川北１条１丁目 ９：３０～９：４５

東豊公園駐車場　 豊岡１２条１１丁目 １０：００～１０：２０

東旭川わかな公園前路上　 東旭川南1条４丁目 １０：３５～１０：５０

セブンイレブン東旭川店裏路上 東旭川北１条３丁目 １１：０５～１１：３０

東旭川支所前（駅前通側） 東旭川北１条６丁目 １３：３０～１４：００

旭川市東部老人福祉センタ－前 東旭川南1条６丁目 １４：１５～１４：３５

セイコーマート東旭川店駐車場　 東旭川南１条７丁目 １４：５０～１５：１０

ローソン工業団地店裏路上　 工業団地１条１丁目 １５：２５～１５：４０

旭川東警察署旭山駐在所前路上 東旭川町日の出２７０ １５：５５～１６：１０

昭法寺前 東旭川町倉沼６５ １６：２５～１６：４０ 日の出倉沼

藤栄運輸（株）向い路上（東栄高校側）　 東旭川町共栄 ９：３０～９：４５ 千代田

南２の２町内会館前 東旭川町下兵村378 １０：００～１０：１５ 東旭川中央

共栄６町内会館前 東旭川町共栄６ １０：３０～１０：４５ 千代田

南４の３町内会館前 東旭川町上兵村 １１：００～１１：１５ 東旭川中央

旭正農業構造改善センタ－駐車場 東旭川町旭正 １１：３０～１１：４５

旭正４会館前 東旭川町旭正 １３：３０～１３：４５

ＪＡ東旭川農機具センタ－駐車場 東旭川町上兵村３７４ １４：００～１４：１５ 東旭川中央

旭正忠別総合会館前 東旭川町旭正 １４：３０～１４：４５

忠別ふれあい公園駐車場 東旭川町忠別 １５：００～１５：１５

東旭川公民館日の出分館前 東旭川町日の出５５８ １５：３０～１５：４５ 日の出倉沼

忠和地区会館前（夜間） 忠和３条７丁目 １７：３０～１７：５０ 忠和

北二町内会館前路上 東旭川町北２ ９：３０～９：４５

ＪＲ東旭川駅前★ 東旭川北３条５丁目 １０：００～１０：２０

北６－２会館前路上 東旭川町日の出１９２ １０：３５～１０：５０

JR桜岡駅前路上 東旭川町桜岡 １１：０５～１１：２０ 桜岡

北７－１会館前路上 東旭川町日の出 １１：３５～１１：５０ 東旭川中央

7月6日(水)
東旭川中央

7月8日(金)
旭正

旭正

7月11日(月)

東旭川中央

7月4日(月)

忠和

7月5日(火)
西神居

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

東旭川公民館瑞穂分館前 東旭川町瑞穂 １０：００～１０：２０

ＪＡ東旭川米飯支所前 東旭川町米原 １０：３５～１０：５０

水口商店前 東旭川町米原 １１：０５～１１：２０

米原共和会館前 東旭川町米原 １３：３０～１３：４５

米原４会館前 東旭川町米原 １４：００～１４：１５

豊田十会館前 東旭川町豊田 １４：３０～１４：４５

豊田九会館前 東旭川町豊田 １５：００～１５：１５

ＪＡ東旭川豊田支所前 東旭川町豊田３０９ １５：３０～１５：４５

ＪＡ東旭川西豊田支庫３号前（元ＪＡ西豊田出張所） 東旭川町豊田３５ １６：００～１６：１５

東旭川支所（裏駐車場）（夜間） 東旭川北１条６丁目 １７：３０～１７：５０ 東旭川中央

春光１区団地集会所前 春光５条１丁目 ０９：３０～０９：４５

春光西高齢者憩いの家前路上★ 春光６条２丁目 １０：００～１０：１５

北部住民センタ－駐車場 春光５条４丁目 １０：３０～１０：４５

わかば公園前路上 春光７条６丁目 １１：００～１１：２０

あおば公園前路上 春光７条５丁目 １１：３５～１１：５０

春光６区会館前 春光１条９丁目 １３：３０～１３：４５

桜ヶ丘児童公園前路上 春光２条９丁目 １４：００～１４：１５

４区第２公園前路上 春光６条９丁目 １３：３０～１３：４５

柏会館前路上 春光６条８丁目 １４：００～１４：１５

住吉保育園前路上 住吉６条１丁目 １４：３０～１４：５５ 春光西

春光６区団地集会所前 春光１条７丁目 １５：１０～１５：２５ 春光東

五区公園前路上 春光４条８丁目 １５：４０～１５：５５

井上靖記念館前路上 春光５条７丁目 １６：１０～１６：３０

北部住民センタ－駐車場（夜間） 春光５条４丁目 １７：３０～１７：５０ 春光西

東鷹栖ななかまど公園前路上 末広１条１４丁目 １３：３０～１３：４５

東鷹栖いなほ公園（トイレ側）前路上　 東鷹栖４線１０号 １４：００～１４：１５

柔道末広北道場前 東鷹栖３線１１号 １４：３０～１４：４５

東鷹栖中央公園前路上 東鷹栖１条４丁目 １５：００～１５：１５

東鷹栖ツグミ公園前路上　 東鷹栖東１条４丁目 １５：３０～１５：４５

東鷹栖うぐいす公園前路上 東鷹栖東１条２丁目 １６：００～１６：１５

東鷹栖公民館前路上 東鷹栖４条３丁目 １６：３０～１６：４５

春光６区団地集会所前（夜間） 春光１条７丁目 １７：３０～１７：５０ 春光東

7月14日(木)

春光中央

春光中央

7月15日(金)
東鷹栖中央

7月12日(火)

米原瑞穂

豊田

7月13日(水)

春光西

春光中央

春光東

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

茲船禅寺前 東鷹栖６線１２号 １３：００～１３：１５ 東鷹栖中央

東鷹栖農村活性化センタ－（野土花）前 東鷹栖１０線１６号 １３：３０～１３：４５ 東鷹栖西

東鷹栖十線郵便局前路上 東鷹栖１１線２２号 １４：００～１４：１５ 東鷹栖北

東鷹栖第２４区会館前 東鷹栖８線１９号 １４：３０～１４：４５

東鷹栖第２１区会館前 東鷹栖７線１８号 １５：００～１５：１５

東会館前 東鷹栖３線１９号 １５：３０～１５：４５

東鷹栖第１９区会館（近文二小向）前 東鷹栖３線１６号 １６：００～１６：１５

東鷹栖第１５区会館前路上 東鷹栖２線１６号 １６：３０～１６：４５

たいせつ農業共同組合駐車場（夜間） 東鷹栖１条３丁目 １７：３０～１７：５０ 東鷹栖中央

春光台１条第１公園前路上 春光台１条２丁目 ９：３０～９：４５

春光台１条第２公園前路上 春光台１条３丁目 １０：００～１０：１５

春光台１条第３公園前路上 春光台１条４丁目 １０：３０～１０：４５

ホクレンショップ春光台店前 春光台３条３丁目 １１：００～１１：２５

春光台３条第１公園前路上 春光台３条２丁目 １３：３０～１３：４５

春光台公民館前路上 春光台３条３丁目 １４：００～１４：１５

春光台団地集会所駐車場 春光台４条５丁目 １４：３０～１４：４５

春光台２条第１公園前路上　 春光台２条７丁目 １５：００～１５：１５

春光台４条第２公園前路上 春光台４条７丁目 １５：３０～１５：４５

春光台５条公園前路上 春光台５条３丁目 １６：００～１６：１５

春光台春の台公園前路上（４条側）） 春光台５条１丁目 １６：３０～１６：４５

ホクレンショップ春光台店前 春光台３条３丁目 １７：３０～１７：５０

西御料あかね公園前路上 緑が丘南２条２丁目 ９：３０～９：４５

西御料公園(緑が丘南1条1丁目側)前路上 緑が丘南２条１丁目 １０：００～１０：１５

第２ニュ－タウン集会所前路上 緑が丘東５条１丁目 １０：３０～１０：４５

サニ－タウン住民センタ－前 緑が丘東４条２丁目 １１：００～１１：１５

緑が丘東団地集会所前 緑が丘東２条４丁目 １１：３０～１１：４５

西御料地会館前 西御料１条２丁目 １３：３０～１３：４５

西御料児童遊園前路上 西神楽１線６号 １４：００～１４：１５

西神楽１区会館前 西神楽１線８号 １４：３０～１４：４５

西神楽７区会館前 西神楽１線１２号 １５：００～１５：１５

西神楽６区会館前 西神楽２線１０号 １５：３０～１５：４５

瑞穂会館前 西神楽１線１０号 １６：００～１６：１５

緑が丘南公園前路上 緑が丘５条４丁目 ９：３０～９：５０

緑が丘住民センタ－前 緑が丘３条３丁目 １０：０５～１０：２５

緑が丘西公園前路上 緑が丘４条１丁目 １０：４０～１１：００

緑が丘北公園前路上 緑が丘２条１丁目 １１：１５～１１：３５

ニュータウン団地第１ブロック集会所前　 緑が丘１条２丁目 １３：３０～１３：５０

緑が丘東公園前路上 緑が丘２条４丁目 １４：０５～１４：２５

7月22日(金) 緑が丘

7月20日(水)

春光台

鷹の巣福祉村

春光台

7月21日(木)

西御料地

緑が丘東

西御料地

西神楽瑞穂

7月19日(火)

東鷹栖東

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

西神楽支所前 西神楽南１条３丁目 ９：４０～１０：０５ 西神楽中央

千代ヶ岡１区会館前 西神楽３線２３号 １０：３０～１０：４５

千代ヶ岡４区会館前 西神楽３線２４号 １１：００～１１：１５

千代ヶ岡２区会館前 西神楽３線２６号 １１：３０～１１：４５

千代ヶ岡７区会館前 西神楽２線２８号 １３：３０～１３：４５

西神楽公民館就実分館前 西神楽１線３１号 １４：１０～１４：２５

千代ヶ岡会館前 西神楽２線２４号 １４：５０～１５：０５

千代ヶ岡３区会館前 西神楽１線２０号 １５：２０～１５：３５

聖和会館前路上 西神楽１線１７号 １５：５０～１６：０５

寿会館前 西神楽南１７号 １６：２０～１６：３５

緑が丘住民センタ－前（夜間） 緑が丘３条３丁目 １７：３０～１７：５０ 緑が丘

聖和７区会館前路上 西神楽３線１７号 １０：３０～１０：４５

聖和２区会館前路上 西神楽２線１５号 １１：００～１１：１５

中央８区会館前路上 西神楽３線１３号 １１：３０～１１：４５

西神楽赤とんぼ公園前路上 西神楽北２条１丁目 １３：３０～１３：４５

西田モ－タ－ス（株）駐車場 西神楽１線１５号 １４：００～１４：１５ 西神楽聖和

市営住宅Ａ－５棟裏公園前（裏参道入口） 西神楽南２条１丁目 １４：３０～１４：４５

妙寿寺前 西神楽北１条２丁目 １５：００～１５：１５

西神楽しらゆき公園前路上 西神楽北１条４丁目 １５：３０～１５：４５

新開橋前★ 西神楽南１４号 １６：００～１６：１５

西神楽支所前（夜間） 西神楽南1条3丁目 １７：３０～１７：５０

永山住民センタ-駐車場 永山７条４丁目 ９：３０～９：５５ 永山南

永山あすなろ公園前路上 永山２条２２丁目 １０：１０～１０：２５

あずま会館前 永山４条２２丁目 １０：４０～１０：５５

永山からまつ公園前路上 永山５条２３丁目 １１：１０～１１：２５

永山えぞまつ公園前路上 永山７条１９丁目 １３：３０～１３：４５

永山市民交流センタ－（永山支所側）前 永山３条１９丁目 １４：００～１４：１５

永山中央公園駐車場　 永山６条１８丁目 １４：３０～１４：４５

永山みどり公園前路上 永山８条１７丁目 １５：００～１５：１５ 永山第３

7月27日(水) 永山第２

7月25日(月)

西神楽千代ヶ岡

西神楽聖和

7月26日(火)

西神楽聖和

西神楽中央

西神楽中央

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

永山ふれあいセンタ－駐車場 永山町１４丁目 ９：４０～１０：００

永山町１１区会館前 永山町１６丁目 １０：１５～１０：３０

高橋商店前路上 永山７条２１丁目 １０：４５～１１：００

永山１４区会館前 永山町７丁目 １１：１５～１１：３０

みずほ団地町内会館前 永山６条１６丁目 １３：３０～１３：４５

永山三区会館（コープさっぽろシーナ隣）　駐車場 永山３条１５丁目 １４：００～１４：３０

永山かつら公園前路上 永山８条１４丁目 １４：４５～１５：００

永山さくら公園前路上 永山９条１１丁目 １５：１５～１５：３５

永山住民センタ-駐車場（夜間） 永山７条４丁目 １７：３０～１７：５０ 永山南

永山さざんか公園前路上　 永山北３条１０丁目 ９：３０～９：４５

永山かえで公園前路上 永山北１条１０丁目 １０：００～１０：１５

永山１条１６丁目児童遊園前路上 永山１条１６丁目 １０：３０～１０：４５ 永山第３

永山なかよし公園前路上 永山１条１０丁目 １１：００～１１：１５

永山チュ－リップ公園前路上 永山１条７丁目 １１：３０～１１：４５

クスリの和光堂横路上 永山６条１４丁目 １３：３０～１３：５０

永山あおぞら公園前路上 永山４条１２丁目 １４：０５～１４：２０

永山むつみ健康広場前路上 永山８条１２丁目 １４：３５～１４：５０

永山友愛会館前路上 永山８条１０丁目 １５：０５～１５：２０ 永山南

永山大雪会館前路上 永山６条１０丁目 １５：３５～１５：５０ 永山南西

永山三区会館（コープさっぽろシーナ隣）駐車場　 永山３条１５丁目 １７：３０～１７：５０ 永山第３

永山公園（９丁目側）前路上 永山９条８丁目 ９：３０～９：４５

セブンイレブン旭川永山７丁目店横路上 永山７条７丁目 １０：００～１０：１５

喫茶アダ-ジョ前路上 永山６条８丁目 １０：３０～１０：４５

三和会館前 永山４条７丁目 １１：００～１１：１５

永山南小学校（プ－ル側）前路上 永山９条６丁目 １１：３０～１１：４５

永山あかしや公園前路上 永山１０条３丁目 １３：３０～１３：４５

永山とちのき公園前路上　 永山５条４丁目 １４：００～１４：１５

上田運輸前 永山４条２丁目 １４：３０～１４：４５

フ－ドショップさわいで前路上 永山１２条２丁目 １５：００～１５：１５

しらかば会館前路上 永山９条１丁目 １５：３０～１５：４５

新星自冶会館（新星つつじ公園）前路上 新星町９－５ １６：００～１６：１５

いきいきセンター新旭川前路上（夜間） 新富１条２丁目 １７：３０～１７：５０

8月2日(火)

永山南

永山南西

永山南

永山南西

永山南

新旭川

7月29日(金)

永山第２

永山第３

8月1日(月)

永山第２

永山第３

永山南西

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

ハート歯科クリニック裏路上　 秋月２条１丁目 ９：２０～９：３５

秋月市民会館前 秋月２条２丁目 ９：５０～１０：０５

（株）ダイセイ商事前路上 秋月３条２丁目 １０：２０～１０：３５

新旭川地区センタ-前 東６条４丁目 １０：５０～１１：０５

新旭川保育所前路上 大雪通７丁目 １１：２０～１１：３５

新富ちびっこ広場前路上 新富３条１丁目 １３：３０～１３：４５

新富なかよし公園前路上 新富１条３丁目 １４：００～１４：１５

新富エンゼル公園前路上 新富１条２丁目 １４：３０～１４：４５

新富団地集会所前 東３条７丁目 １５：００～１５：１５

東８条青い鳥公園（トイレ側）前路上 東８条６丁目 １５：３０～１５：４５

本誓寺横路上　 東８条３丁目 １６：００～１６：１５

新旭川地区センタ-前（夜間） 東６条４丁目 １７：３０～１７：５０

新富湯駐車場 新富２条２丁目 ９：３０～９：５０

東５条草ぶえ公園前路上 東５条９丁目 １０：０５～１０：２０

順正寺前路上 東７条４丁目 １０：３５～１０：５０

東税務署裏路上（明星中学校側）　 東６条１丁目 １１：０５～１１：２０

ル－ベデンス東３条側路上 東３条３丁目 １１：３５～１１：５０

東３条第１公園前路上 東３条１丁目 １３：３０～１３：４５

えひめ堂前路上 金星町１丁目 １４：００～１４：１５

ファミリ-マ－トおおた前路上 東１条３丁目 １４：３０～１４：５０

さかた理容院前 末広東１条２丁目 ９：３０～９：４５

末広東３・２児童遊園前路上　 末広東３条２丁目 １０：００～１０：２０

末広子じか公園前路上 末広東２条３丁目 １０：３５～１０：５０

日切山地蔵寺前 末広東２条４丁目 １１：０５～１１：２０

末広はなぞの公園前路上 末広東１条５丁目 １３：３０～１３：４５

末広東公園前路上（トイレ側） 末広東３条５丁目 １４：００～１４：１５

末広ひばり公園前路上 末広東１条７丁目 １４：３０～１４：４５

末広やまどり公園前路上 末広東２条９丁目 １５：００～１５：１５

末広こばと公園前路上 末広東１条１０丁目 １５：３０～１５：５０

ショッピングプラザダイイチ末広店裏路上 末広１条７丁目 １６：０５～１６：２５ 末広

谷商店前路上（夜間） 末広東１条１丁目 １７：３０～１７：５０ 末広中央

8月3日(水)

永山第１

新旭川

8月4日(木) 新旭川

8月5日(金)

末広中央

末広東

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。



平成２８年度　結核健診　日程表

日付 会　場　名 住　所 健　診　時　間 地区名

みつわ湯前路上 末広５条１丁目 ９：３０～９：４５

六合公園前路上 末広４条２丁目 １０：００～１０：１５

北新公園前路上 末広４条３丁目 １０：３０～１０：４５

末広公民館前 末広１条２丁目 １１：００～１１：２０

ツルハドラッグ末広１条店横路上 末広１条４丁目 １３：３０～１３：５０

旭川市末広地区センター駐車場 末広２条４丁目 １４：０５～１４：３０

北斗公園前路上 末広６条３丁目 １４：４５～１５：００ 末広中央

末広しろばと公園前路上 末広６条４丁目 １５：１５～１５：３０

末広みつわ会館前路上 末広６条６丁目 １５：４５～１６：００

末広交友会館前（夜間） 末広４条１０丁目 １７：３０～１７：５０

つばめ児童遊園前路上　 末広２条６丁目 １４：００～１４：１５

新星町内会館前路上 末広４条５丁目 １４：３０～１４：４５

末広しらさぎ公園前路上　 末広５条５丁目 １５：００～１５：１５

加藤商店前路上 末広５条８丁目 １５：３０～１５：４５

末広こまどり公園前路上 末広６条８丁目 １６：００～１６：１５

末広中央町内会館前路上 末広２条８丁目 １６：３０～１６：４５

ショッピングプラザダイイチ裏路上（夜間） 末広１条７丁目 １７：３０～１７：５０

末広はやぶさ公園前路上 末広３条８丁目 １４：００～１４：１５

末広おしどり公園（６条側）前路上 末広５条９丁目 １４：３０～１４：４５

末広北小学校プール前路上 末広５条１１丁目 １５：００～１５：１５

末広キレンジャク公園前路上 末広４条１1丁目 １５：３０～１５：４５

末広あかしや公園前路上 末広２条１１丁目 １６：００～１６：１５

末広セキレイ公園前路上 末広１条１１丁目 １６：３０～１６：４５

コ-プさっぽろ春光店（中通り）路上 末広４条１丁目 １７：３０～１７：５０ 末広中央

8月10日(水)
末広

8月8日(月)

末広中央

末広

末広

8月9日(火) 末広

★印のついている会場は本年度より新設・移動・名称変更などがあった場所です。


