
  

 

●日程・会場 

期日 
受付時間 

会場 
午前 午後 

１０月 ４日(火) ９:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 北里市民センター 

１０月 ５日(水) ９:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 西部コミュニティセンター 

１０月１１日(火) ９:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 味岡市民センター 

１０月１２日(水) ９:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 味岡市民センター 

１０月１３日(木) ９:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 小牧勤労センター 

１０月１４日(金) ８:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 小牧勤労センター 

１０月２４日(月) ８:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 小牧商工会議所会館 

１０月２５日(火) ８:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 小牧商工会議所会館 

１０月２６日(水) ８:３０～１１:３０ １３:３０～１５:３０ 小牧商工会議所会館 

１０月２７日(木) ８:３０～１１:３０ 休診 小牧商工会議所会館 

１０月２８日(金) ８:３０～１１:３０ 休診 小牧商工会議所会館 

 

※胃部レントゲン検査は、朝食抜きで検査するため、午前のみ実施します。 

 

●申し込み方法 
  申込書に必要事項を記入の上、受診料（小切手可）を添えて、お申し込みください。 

 

●申込期間  ７月１１日（月）～７月１５日（金） 
     小牧商工会議所 
       各日９：００～１２：００、１３：００～１６：００ 

      ＊10/27(木)・10/28(金)は午前のみ受診可能 
      ご来所時、マスクの着用にご協力ください 
 
 ～新型コロナウイルス感染症について～ 
 ・新型コロナウイルス感染防止対策により、３密を避けるため、30分ごとに人数制限を設けま 

す。それに伴い、ご希望の日時が満員の場合がございます。予め複数日ご検討ください。 
 ・ご予約いただいた、日時以外での受診は受付いたしかねますのでご了承ください。 
 ・日時の変更がございましたらお早めにご連絡下さい。 
 ・感染予防対策はしっかりと行いますが、マスクの着用や消毒など、感染予防にご協力ください。 
 ・今後新型コロナウイルス感染症の状況により、健康診断の実施が困難になった場合、 

日程、会場の変更や、中止となりうる場合がございます。 
 ・新型コロナウイルス感染症の関係で中止と判断した場合、受診料は全額返金とさせて 

いただきます。 
  

 受付時の注意事項 

 ・電話、ファクシミリ、eメールでの申し込みは、受付できません。 

 ・窓口で申込書、受診者名簿、受診料を提出してください。 

 ・胃部レントゲンを受診されない方は、午後の方が混雑しませんので午後の受診をお勧めします。 

 ・申込後、電話での変更のお問い合わせは、７月１９日（火）以後にお願いします。 

 ・申込後、キャンセル・変更・追加の期限は、９月９日（金）までです。 
●検診機関  一般財団法人公衆保健協会 
 
 



●受診結果 
 受診後１カ月をめどに検診機関から郵送または持参にて、事業所保管用受診者一覧、個人別受診結果をお
届けします。但し、緊急を要する異常については速やかにお知らせします。 
 
●受付方法から検査キットについて 
検査キット（問診票・検尿キット等の受渡しについて） 
 ご提出していただいた受診者名簿を基に、「企業名」「受診者名」等を印字した受診票及び検査キットを、

９月２３日（金）までに郵送します。 
 
●定期健康診断 

区分 年齢・対象等 項目名等 

受診料（税込） 

①一般事業

所 

②つつじ共済  
又は福祉プラン 

加入事業所 

③労働保険事務組合

加入・建設一人親方組

合加入事業所 

一般検診 全年齢 

胸部レントゲン、血圧、身長、体重、

視力、尿検査（蛋白、糖、潜血、ｳﾛ

ﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ）、腹囲、聴力検査、心電図

検査、血液検査（貧血、肝機能、血

中脂質、HbA1C、Glu） 

１名 

６，３５０円 

１名 

５，１３０円 

１名 

４，９３０円 

胃部レントゲン 

（バリウム検査） 
希望者のみ 胃がん、胃潰瘍、胃炎等異常有無 

１名 

３，７７０円 

１名 

３，３６０円 

１名 

３,１６０円 

＊「胸部レントゲン直接撮影」は、結核検査が目的であり、肺がん検査が目的ではありません。 
＊「胃部レントゲン」は、検診機関の安全基準により、当日の血圧測定で［最高180/最低110mmHg以上］の 
 方は受診できません。受診料は返戻します。 
＊「②つつじ共済又は福祉プラン加入事業所」と「③当所労働保険事務組合・建設一人親方組合加入事業所」 
 の両方に該当の場合は「③当所労働保険事務組合加入事業所・建設一人親方組合加入事業所」の受診料に 
 なります。 
＊胃部レントゲンは、オプションであり労働安全衛生法で受診義務はありません。希望する事業所のみお申 
 し込みください。 
 

↓以下の検査はつつじ共済、労働保険事務組合等の加入による受診料割引はありません↓ 
●オプション検査 
 

オプション項目 検査内容 検査項目 受診料（税込） 

腫瘍マーカ

ー検査 

男性用 

がん検査 

 体内にがんができると、健康な時にはほとんどみられない特殊

な蛋白や酵素、ホルモンなどが、血液や尿中に異常に増えます。

この特殊な物質が腫瘍マーカーです。腫瘍マーカーはがん発見の

為のスクリーニング検査として活用されています。また腫瘍ﾏｰｶｰ

が異常値を示してもがんとは限りません。良性の腫瘍やその他の

病気でも異常値を示す場合があります。 

肝 臓 (AFP) 、 膵 臓

(CA19-9)、大腸・肺

(CEA)＊前立腺(PSA)  １名 

５,６００円 
女性用 

がん検査 

肝 臓 (AFP) 、 膵 臓

(CA19-9)、大腸・肺

(CEA)＊卵巣(CA125) 

前立腺がん検査 
 血液検査により前立腺がん・前立腺肥大症や前立腺炎などの早

期発見に役立ちます。 
前立腺(PSA) 

１名 

３,５６０円 

ピロリ菌・ 

ペプシノーゲン検査 

（ＡＢＣ検診） 

 血液検査でピロリ菌に対する抗体と、胃の炎症や萎縮の度合い

を反映するペプシノーゲンを測定し、その組み合わせから胃がん

発生のリスクを分類し評価する検診です。 

※胃がん発見には画像診断による二次精密検査が必要です 

慢性胃炎、萎縮性胃炎

胃潰瘍、十二指腸潰瘍 

１名 

２,５５０円 

大腸がん検査 

（2日法） 

 大腸の中に潰瘍やポリープ、がんができていると出血が見つか

ることがあります。体外に排出された便の中に血液の反応がある

かどうかを調べ、身体の中の出血がないかどうかを確かめる検査

です。出血があったからといってがんだという訳ではありません

が、身体のどこでどんな理由で出血が起きているかを調べるた

め、精密検査への足掛かりとなります。 

便潜血反応検査(２日

法)ご家庭で便を２日

分採取し、受付に提出。 

１名 

１,３８０円 

子宮がん検査 

（自己採取方式） 

 初期の子宮頸がんは無症状のため、婦人科専門医の定期検診を

受けることが必要です｡しかし、事情によりこのような検診を受

けにくい女性も多いため自己採取をご案内しております。早期発

見により、治療可能なので、早めの検査が大切です。 

専用器具を使ってご自

分で検査し、受付に提

出。 

１名 

４,０７０円 



●特殊健康診断 
有機溶剤・特定化学物質健康診断 
 通常業務で有機溶剤を含んだを塗料・洗浄剤・接着剤などを使用している労働者が対象です。 

６ヶ月以内ごとに一回の検査が必要です。 

 

溶剤、物質等 検査内容 
受診料 

（税込） 

 

ｱｾﾄﾝ・IPA(ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙｱﾙｺｰﾙ)・酢酸ｴﾁﾙ 

酢酸ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙ・ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾌﾗﾝなど 

有機溶剤基礎検査(問診及び診察) 

※本検査はﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ・ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ﾄﾘｸﾛﾙｴﾁﾚﾝ 

 ｽﾁﾚﾝ・ｼﾞｸﾛﾙﾒﾀﾝを受診される方も必須となります。 

一般と受診 

1,500円 

特殊のみ 

3,250円 

ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ 尿中代謝物検査 ※溶剤1種類ごとに費用発生 2,600円 

エチルベンゼン 尿中代謝物検査 + 血液検査 + 特定化学物質基礎検査 6,000円 

トリクロルエチレン 尿中代謝物検査 + 血液検査 + 特定化学物質基礎検査 6,000円 

スチレン 尿中代謝物検査 + 血液検査 + 特定化学物質基礎検査 6,000円 

ジクロルメタン 血液検査 + 特定化学物質基礎検査 4,500円 

TDI・ｺﾊﾞﾙﾄ・MOCA・溶接ﾋｭｰﾑ

など 

特 定 化 学 物 質 基 礎 検 査 ( 問 診 及 び 診 察 )           

※溶接ﾋｭｰﾑ（じん肺検診は含んでいません） 
2,200円 

その他健康診断 

塩酸・硝酸・硫酸 

身体測定（身長・体重・視力・腹囲）・血圧測定 

・尿検査・聴力検査・診察および問診 
2,100円 

鉛健康診断 鉛専用健康診断(検尿+血液検査) 4,000円 

受診料計算例 

じん肺検診 
粉じん作業に従事する労働者が対象です。 

検査項目 受診料（税込） 

・X線写真による検査（胸部全域の直接撮影） 

・粉じん作業についての職歴の調査 

１名３,３１０円 

(一般検診受診料に追加) 

※有機溶剤について、医師が必要と認めた場合に「腎機能検査」を実施できることとなっているため、 

 腎機能障がいの有無に関わらず一律に「尿中の蛋白に有無の検査」の実施を中止すると労働安全衛生法の 

 観点から2020年度より、じん肺の尿蛋白の検査を廃止いたします。 

 

●お問い合わせ 

【申込みに関するお問い合わせ先】 
 小牧商工会議所 会員サービス課 小牧市小牧五丁目253番地  TEL（0568）72-1111 

【受診票及び健診結果に関するお問い合わせ先】 

 一般財団法人公衆保健協会 名古屋市中村区黄金通２丁目45番地2 TEL（052）481-2161 

 

 

①一般検診+キシレンを受診 

一般6,350円+有機基礎 1,500円+キシレン2,600＝10,450円 

②一般検診+エチルベンゼン 

一般6,350円+有機基礎1,500円+エチルベンゼン6,000円＝13,850円 

③一般検診+トルエン+キシレン(※溶剤1種類ごとに費用発生) 

一般6,350円+有機基礎1,500円+ﾄﾙｴﾝ 2,600円+ｷｼﾚﾝ 2,600円＝13,050円 

 

特殊健康診断を受診される方は、別途名簿(ピンク色)にご記入ください。 

名簿は申込会場での現場配布、もしくはHP上よりダウンロードしてご記入下さい。 



 

定期健康診断受診事業所の皆様へ 

 

 「労働保険事務組合」「建設一人親方組合」「つつじ共済」にご加入の事業所様は、定期
健康診断の受診料が割引になります。ご加入いただいていない事業所様におかれましては、

是非、この機会にご加入をご検討下さい。   

    

煩雑な労働保険事務を商工会議所へ委託できます！ 

（３００社を超える会員事業所様にご利用いただいております） 
【対象】当所会員で常時使用する労働者が以下の事業主。 
    ①金融・保険・不動産・小売業にあっては 50人以下  
    ②卸売業・サービス業にあっては 100人以下 
    ③その他の事業にあっては 300人以下 

労働保険事務組合が、事業主の委託を受けて、事業主に代わって労働保険 

料の申告・納付や雇用保険に関する各種届出など事務手続を行います。 

◆事務の手間を大幅に軽減できます。 

◆本来、労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に 

加入できます（労災保険の特別加入）。 

◆年間保険料は、３回の分割納付ができます。 

◆委託手数料は、年「3,000 円＋概算保険料の８％」（別途消費税）と割安 

◆当所の定期健康診断の受診料が割引（後述）となります。 
 
万一、取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、 
共済金の貸付けが受けられ、連鎖倒産に備えるための共済制度です。 

 

 

 

 

    

『つつじ共済』で経営者と従業員の安心確保！ 
（会員事業所様 約 1,0００件 ５,４００人にご加入いただいております） 

 つつじ共済  入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険（団体額）＋小牧商工会議所 

           独自の給付制度（見舞金・祝金・助成金制度）    引受保険会社：アクサ生命保険株式会社 

【対象】当所会員事業所のみがご加入頂けます。 

24時間の死亡保障。業務中・業務外を問いません。結婚祝い金・ 

インフルエンザ助成金、電話による健康相談(無料)など付帯サー 

ビスも充実。福利厚生の充実や健康経営に役立ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
お問合せ先 小牧商工会議所 （０５６８）７２-１１１１ 労働保険担当・つつじ共済担当まで 

 お得情報！！です 

 

◆65歳までは 1人 1口につき月額掛

金 750円で最大５口まで加入できま

す。（66 歳～70 歳までの加入は 1 人

3 口まで、71 歳以降は 1 口まで。月

額掛金額は異なります。)70 歳まで

加入でき、最長 75 歳まで自動更新

れます。 

◆病気入院、不慮の事故による通院

に商工会議所独自の見舞金（一時

金）、があります 

◆毎年収支計算し、剰余金があれば

配当あり＊配当金は毎年変動しま

す。 

◆１年更新

で、医師の

診査なし 

◆法人が役員・従業員のために、ま
た、個人事業主が従業員のために負
担した掛金は損金・必要経費となり
ます。(法基通 9-3-5)(直審 3-8） 

◆業務上・業務外  

 を問わず 

 24 時間保障 

 
【１口あたりの保障内容)】 

①不慮の事故による死亡  250 万円 

②上記以外の死亡      50 万円 

③高度障害保険金     250 万円 

④不慮の事故による入院給付金 2,000 円 

 （1日以上入院。60 日限度。１日あたり） 

<会議所独自の見舞金制度> 

⑤5 日以上継続で病気入院、不慮の事故 

 による 5 日以上の通院見舞金（一時金）                  

             5,000 円 

【会議所独自のサービス】 

①定期健康診断受診料の割引（後述） 

②健康パスポート（市内スポーツ施設 

割引券）プレゼント 

③ブロック会合同ふれあい旅行に優待  

 価格で参加できます 
＊上記内容はつつじ共済の制度内容の一部です。ご加入にあたっては、 

パンフレット・重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）を必ずご確認下さい。 

 

＊ 

建設一人親方組合 
労働者(従業員)を一切使用しない
建設業者を対象に当組合加入を通
して、国の労災保険の補償を受け
ることができます。 
◆事務の手間を大幅に軽減できます。 

◆委託手数料は月 1,000 円と割安 

◆当所の定期健康診断の受診料が割引  

 （後述）となります。 

 加入条件  
・当所会員であること 

・建設業者であること 

・従業員を雇用していないこと 

・当制度団体への報告義務、保険料・ 

  手数料の納付義務を順守すること 

◆掛金月額は、5,000 円
～200,000 円の範囲内
（5,000 円単位）で自由
に選択 

◆掛金は、損金（法

人）または必要経費

（個人事業）に算入 

◆共済金の貸付け

は、「無担保・無保証

人」 

◆貸付額は「回収困難となった
売掛金債権等の額」と「掛金総
額の 10 倍相当額（最高 8,000

万円）」のいずれか少ない額 

 

 つつじ共済キャンペーン（2022年 7月～2022年 8 月） 
  期間内にご加入いただくともれなく粗品進呈中 


