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百年の縁を 
１００年続く絆に 

永遠の日本のふるさと遠野 

 

 

がん検診等でのスキップカードのポイントサービス実施について 
 

 

【発表の要旨】 

  市が実施する各種がん検診等で検診料を支払った市民を対象に、遠野すずらん振興

協同組合が発行するスキップカードのポイントサービスを開始します。 

 

１ 目的  

(1) 市民に身近なスキップカードのポイントサービスを行うことで、検診をこれまで以

上に「身近なもの」と感じてもらうとともに、「お得感」による継続受診、未受診者

へ受診を促し、検診受診率の向上を図ります。 

(2) スキップカードを取り扱っている商店等が多いことから、市内経済の活性化へつな

がることも期待できます。 

 

２ 対象となる検診（サービス対象予定者数）  

 (1) 胃がん検診（ 1,560 人）       (5) 子宮頸がん検診（ 560 人） 

(2) 肺がん検診（ 1,680 人）       (6) 前立腺がん検診（ 590 人） 

(3) 大腸がん検診（ 1,800 人）      (7) 骨粗鬆症予防検診（ 220 人） 

(4) 乳がん検診（ 450 人）          ※本年度の検診日程は別添日程表のとおり 

 

３ サービスの概要  

 (1) ポイントサービスの方法 

 ① 検診料 100 円につき、スキップカードのポイントを１ポイント付与します（100

円未満切捨て）。検診会場は、各地区センターや健康福祉の里などです。 

② サービス対象者は延べ約 7,000 人を見込んでいて、付与するポイントは約 90,000

ポイント。同カードは 350 ポイント貯まると 500 円分の金券として遠野すずらん振

興協同組合加盟店で使用することができます。 

(2) 期待される効果等  

昨年度の各種がん検診等の受診率は 28.9％、受診者数約 16,000 人でしたが、本年

度は同サービスの実施等により、 受診率 30％以上(受診者数 500人増)を目指します。 

 

４ 協定調印式  

平成 26 年４月 21 日（月）午前 11 時から、遠野市役所とぴあ庁舎において、遠野す

ずらん振興協同組合との協定調印式を行います。 
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[参考] 

１ 平成 25 年度の検診受診状況 ※ポイントサービス対象検診のみ記載 

 
対象人口 対象者数 受診者数 受診率 

胃がん 20,772 人 12,529 人 3,169 人 25.3％ 

肺がん 19,321 人 12,265 人 3,969 人 32.4％ 

大腸がん 20,772 人 13,268 人 4,638 人 35.0％ 

乳がん 5,525 人 4,579 人 1,226 人 26.8％ 

子宮頸がん 7,140 人 5,335 人 1,131 人 21.2％ 

前立腺がん 7,433 人 6,028 人 1,402 人 23.3％ 

骨粗鬆症 1,776 人 861 人 323 人 37.5％ 

 82,739 人 54,865 人 15,858 人 28.9％ 

 

２ 検診対象者・料金 

検診項目 対象年齢 

検診自己負担金（受診者が負担する金額） 

・右記以外の者 
 

・遠野市国民健
康保険加入者 

・70 歳以上 
・非課税世帯 

胃がん 35 歳以上 2,000 円 1,000 円 無料 

肺がん 40 歳以上 800 円 400 円 無料 

大腸がん 35 歳以上 800 円 400 円 無料 

乳がん 40 歳以上で 2 年に 1 回 2,000 円 1,000 円 無料 

子宮頸がん 20 歳以上で 2 年に 1 回 2,000 円 1,000 円 無料 

前立腺がん 50 歳以上 1,000 円 500 円 無料 

骨粗鬆症 25 歳～70 歳 1,000 円 500 円 無料 

 

３ 自己負担金とポイントについて 

  １回あたりの検診で支払う自己負担金のうち、最高額の例 

  ［乳がん検診・子宮頸がん・骨粗鬆症検診のセット検診］ 

   ⇒乳がん検診（2,000 円）＋子宮頸がん（2,000 円）＋骨粗鬆症検診（1,000 円）＝5,000 円 

                                   (50 ポイントを付与) 

 

 

 

 



■胃がん検診（35歳以上）・肺がん検診（40歳以上）・結核健診（65歳以上）・大腸がん検診（35歳以上）

6月7日 （土） 7月8日 （火）

6月8日 （日） 7月9日 （水）

6月9日 （月） 7月10日 （木）

6月10日 （火） 7月11日 （金）

6月11日 （水） 7月15日 （火）

6月12日 （木） 7月16日 （水）

6月13日 （金） 7月17日 （木）

6月14日 （土） 7月18日 （金）

6月15日 （日） 7月19日 （土）

7月7日 （月） 7月20日 （日）

11月14日 （金）

6月25日 （水） 11月15日 （土）

7月28日 （月） 11月16日 （日）

■前立腺がん検診（50歳以上の男性）※基本健康診査（30歳～39歳、後期高齢者）・特定健康診査（40歳～74歳の市国保被保険者）と同時実施

7月30日 （水） 8月22日 （金）

7月31日 （木） 8月24日 （日）

8月1日 （金） 8月25日 （月）

8月4日 （月） みやもりホール 8月26日 （火）

8月5日 （火） 8月27日 （水）

8月6日 （水） 8月28日 （木）

8月7日 （木） 8月29日 （金）

8月8日 （金） 8月30日 （土）

8月9日 （土） 8月31日 （日）

8月18日 （月） 9月1日 （月）

8月19日 （火）

8月20日 （水） 12月5日 （金）

8月21日 （木） 12月6日 （土） 遠野健康福祉の里

※8月8日、8月29日は午後/夕方検診を実施（受付時間：午後１時30分～３時、夕方５時～６時30分）

■乳がん検診（40歳以上の偶数年齢の女性）・子宮頸がん検診（20歳以上の偶数年齢の女性）
受付時間　9：30～11：00、13：00～14：30

10月1日 （水） 10月22日 （水）

10月2日 （木） 午前 附馬牛地区センター

午前 行動館（旧ふるさと交流館） 午後 土淵地区センター

午後 達曽部多目的研修集会施設 10月24日 （金）

10月4日 （土） 10月25日 （土） 遠野健康福祉の里（骨粗鬆症検診同時実施）

10月5日 （日） 10月26日 （日） 遠野健康福祉の里（骨粗鬆症検診同時実施）

10月6日 （月）

10月7日 （火） 12月12日 （金）

10月8日 （水） 12月13日 （土） 遠野健康福祉の里

■骨粗鬆症予防検診（25歳･30歳･35歳･40歳･45歳･50歳･55歳･60歳･65歳･70歳の女性）

10月22日 （水） 10月25日 （土）

10月24日 （金） 10月26日 （日）

※10月22日、25日、26日は乳がん検診・子宮頸がん検診と同時実施

受付時間　9：30～11：00、13：00～14：30

遠野健康福祉の里 遠野健康福祉の里（乳がん･子宮頸がんと同時実施)

月　日 会　場 月　日 会　場

みやもりホール（乳がん･子宮頸がんと同時実施) 遠野健康福祉の里（乳がん･子宮頸がんと同時実施)

綾織地区センター みやもりホール（骨粗鬆症検診同時実施）

小友地区センター
10月23日 （木）

遠野浄化センター

追　加　日　程

月　日 会　場 月　日 会　場

土淵地区センター 遠野健康福祉の里

土淵地区センター

遠野浄化センター 遠野健康福祉の里

上郷地区センター

土淵地区センター

受付時間　9：00～11：00、13：00～14：30

土淵地区センター

遠野健康福祉の里

遠野健康福祉の里

青笹地区センター

大腸がん検診のみ実施

遠野健康福祉の里（受付時間17:00～18:30）

遠野浄化センター

遠野浄化センター

遠野浄化センター

小友地区センター

遠野健康福祉の里

遠野健康福祉の里

平成26年度各種検診日程表（ポイント事業対象検診のみ）

受付時間　6：30～9：00
月　日 会　場 月　日 会　場

上郷地区センター

鱒沢小学校 青笹地区センター

綾織地区センター 附馬牛地区センター

達曽部多目的研修集会施設 みやもりホール

みやもりホール

遠野浄化センター

綾織地区センター 上郷地区センター

達曽部小学校 上郷地区センター

附馬牛地区センター

みやもりホール 青笹地区センター

鱒沢小学校 青笹地区センター

小友地区センター 遠野健康福祉の里

遠野健康福祉の里 遠野健康福祉の里

遠野浄化センター 遠野健康福祉の里

会　場

【追加日程】
　　　　　遠野健康福祉の里

10月3日 （金）

遠野健康福祉の里 追　加　日　程

青笹地区センター

上郷地区センター

遠野健康福祉の里

月　日 月　日 会　場

綾織地区センター 遠野浄化センター

遠野健康福祉の里 遠野健康福祉の里


