
集団健診会場のごあんない 

≪各会場とも駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共の交通機関等をご利用ください。≫ 

 駐 車 台 数 が 少 な い 会 場 駐車台数が非常に少ない会場 

●中央保健センター 大森 2356-3 ●ふれあいセンターいんば 美瀬 1-25 ●中央駅前地域交流館２号館 中央南 1-２ ●小林コミュニティプラザ 小林北 5-1-6 ●サザンプラザ 原山 3-3 

 

 

   

・ふれあいバス「市役所」下車 

・千葉レインボーバス「印西市役所前」下車徒歩３分 

・お車でお越しの際は、市役所駐車場をご利用ください 

・ふれあいバス印旛支所ルート「印旛支所」下車 

・印旛日本医大駅から徒歩７分 

・北総線「千葉ニュータウン中央駅」下車 徒歩 5 分 

・ふれあいバス西ルート、南ルート「中央駅前地域交流館

前(旧 中央駅前センター)」下車 

・ふれあいバス東ルート「小林コミュニティプラザ前」 

下車 

・ＪＲ小林駅より徒歩１０分 

・ふれあいバス中ルート、南ルート、千葉レインボー 

バス「原山団地」下車 

 

●松山下公園総合体育館 浦部２７５  ●ふれあい文化館 原 3-4 ●高花保健センター 高花 2-1-5 ●本埜ファミリア館 滝野 3-4 

 

 

 

 

 
・ふれあいバス西ルート、布佐ルート「松山下公園」下車 ・北総鉄道「印西牧の原駅」下車、南口徒歩６分。 

・ふれあいバス中ルート、南ルート「ふれあい文化館」 

下車 

・ふれあいバス中ルート、南ルート「高花保健福祉セン 

ター」下車 

・千葉レインボーバス、「公園前」下車徒歩５分 

・滝野出張所 

・ふれあいバス印旛支所ルート「滝野三丁目東」下車 

徒歩５分 

  ●船穂コミュニティｾﾝﾀｰ 船尾 786-1 

 

●フレンドリープラザ 木刈 4-3-1 

○ふれあいバス時刻表は市役所、支所、 

出張所等で配布しています。 

 

○その他の路線の時刻表は、印西市ホー 

ムページ若しくは各運行会社のホーム 

ページをご覧ください。 

 

  
  ・ふれあいバス南ルート「船穂コミュニティセンター」 

下車 

・ふれあいバス西ルート、南ルート、布佐ルート「木刈 

フレンドリープラザ前」下車 

・ちばレインボーバス「木刈保育園」下車徒歩 2 分 

 

 

お願い 
お車を健診会場以外には駐車

しないでください。満車の場合

は空きが出るまでお待ちくだ

さい。ご協力よろしくお願いい

たします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 特定・後期健診 個別医療機関一覧表 

実施期間：2019 年 6 月１日～2019 年 10 月 31 日 

 

医療機関名 所在地 電話番号 実施日時（祝祭日は除く） 予約 

牧の里クリニック 小林北2-6-14 97-1321 月,火,木,金,土 
9:00～12:00 

（土は～11:00） 
不要 

印西診療所 大森2550-10 42-5011 月～土 9:30～11:00 要 

安孫子内科胃腸科 

クリニック 
大森 3417-2 42-2649 月,火,木,金,土 9:00～11:30 不要 

木刈クリニック 木刈 4-3-2 46-8707 月,水,木,金,土,日 9:30～11:30 不要 

斉藤おとな＆ 

こどもクリニック 
木刈 4-3-4 47-0099 月,火,水土,日 9:00～11:00 要 

すずき小倉台医院 小倉台 4-12 47-3766 
月,火,木,金,土  

（土のみ午前） 

9:00～11:30 

15:00～17:30 
不要 

ラーバン駅前 

クリニック 
中央北 2-1-3 36-5196 月～土 9:00～11:00 不要 

いんざいクリニック 戸神 557-4 40-1930 

月,水,木,金 

（水,木は午前のみ 

金は午後のみ） 

9:00～12:30 

13:30～17:00 
要 

千葉ニュータウン 
クリニック 

内野 1-5-1 46-4744 月,火,水,金,土 9:00～12:00 不要 

千葉ニュータウン  
サザンクリニック 

中央南 1-7-4 85-4744 

月～土 

（木は午前のみ 

土は午後のみ） 

9:00～11:30 

15:00～17:30 

土のみ 

14:30～16:30 

不要 

内野診療所 内野 1-5-5 46-3621 月,火,木,金,土,日 8:30～12:00 不要 

岩井内科 

クリニック 
高花 5-1-1 

46-7665 
46-9559 
↑予約専用 

月,火,木,金,土 10:00～12:00 要 

奈良整形外科 草深 1204-4 46-9011 月,火,水,金,土 15:00～18:00 要 

千葉北総内科 

クリニック 
草深 2221-3 40-7431 月,水,木,金,土 9:00～12:00 要 

千葉新都市ラーバン 

クリニック 
草深 138 40-7711 月,火,金 9:00～11:30 不要 

清宮クリニック 西の原3-12-1 
33-3077 
47-7600 
↑予約専用 

月,火,金 9:00～12:00 要 

牧の原いとう 

クリニック 
原 4-1 47-5011 月,火,木,金,土 ８:30～12:00 要 

印西総合病院 牧の台 1-1-1 33-3533 

月～金 

（月,火,水は午前 

のみ） 

9:00～11:00 

13:30～14:30 
要 

いしばし内科 

クリニック 
鎌苅 2092-1 80-5180 

月,火,水,金 

９月末まで 
10:00～11:30 要 

もとの金城 

クリニック 
竜腹寺 350-2 97-7333 

月,火,木,金,土 

９月末まで 
8:50～11:30 要 

 

平成３１年度 健（検）診日程表 

※各会場の駐車場については裏面の「集団健診会場のごあんない」をご覧いただき、少ない、または   

非常に少ない会場へは、お車以外での来場をお願いいたします。  

※本埜支所改修工事予定のため、本埜保健センター会場はありません。ご了承ください。 

健診日 会  場 うわばき 駐車場 対 象 地 区 

6月17日 月 本埜ファミリア館 必要 非常に少ない 滝、滝野 1・2 丁目、牧の原１～４丁目 

6月18日 火 ふれあいセンターいんば   
美瀬、舞姫、鎌苅、師戸、吉田、 

つくりや台 

6月19日 水 ふれあいセンターいんば   若萩、造谷、大廻、岩戸 

6月20日 木 ふれあいセンターいんば   萩原、吉高、松虫 

6月21日 金 中央保健センター 必要  平岡、竹袋、別所、宗甫、鹿黒、鹿黒南 

6月24日 月 中央駅前地域交流館  少ない 草深 

6月25日 火 ふれあいセンターいんば   平賀、平賀学園台 

6月26日 水 ふれあいセンターいんば   山田、瀬戸 

6月27日 木 フレンドリープラザ  非常に少ない 木刈 1～3・7 丁目  

6月28日 金 フレンドリープラザ  非常に少ない 木刈 4～6 丁目  

6月29日 土 中央保健センター  必要  木下 

7 月 1 日 月 中央駅前地域交流館  少ない 戸神台、泉 

7 月 2 日 火 小林コミュニティプラザ  少ない 1 区～７区、和、戸崎、辺田前、中根 

7 月 4 日 木 小林コミュニティプラザ  少ない 物木、笠神、角田、荒野、竜腹寺 

7 月 5 日 金 中央保健センター 必要  大森 1～1999 番地、木下東 1～２丁目 

7 月 6 日 土 高花保健センター 必要 少ない 高花 1～４丁目 

7 月 8 日 月 中央駅前地域交流館  少ない 中央南、大塚、武西学園台、牧の木戸 

7 月 9 日 火 船穂コミュニティセンター 必要 少ない 
結縁寺、松崎、松崎台、船尾、多々羅田、 

戸神、武西 

7月10日 水 松山下公園総合体育館 必要  

大森 4000 番地～、発作、亀成、相嶋、 

浅間前、和泉、小倉、浦幡新田、高西新田、

白幡、浦部、浦部村新田 

7月11日 木 サザンプラザ  非常に少ない 原山 2 丁目、内野 2・3 丁目  

7月12日 金 サザンプラザ  非常に少ない 原山 1・3 丁目、内野 1 丁目  

7月16日 火 本埜ファミリア館 必要 非常に少ない 
滝野 3～７丁目、牧の原５・６丁目、 

みどり台 

7月17日 水 小林コミュニティプラザ  少ない 小林 1～1999 番地 

7月18日 木 小林コミュニティプラザ  少ない 小林 2000 番地～、小林浅間 

7月19日 金 小林コミュニティプラザ  少ない 小林北、小林大門下 

7月20日 土 高花保健センター 必要 少ない 高花５・６丁目 

7月22日 月 中央駅前地域交流館  少ない 小倉台 3・4 丁目 

7月23日 火 中央保健センター 必要  大森 3000～3499 番地、木下東 3 丁目  

7月24日 水 ふれあい文化館  少ない 西の原、東の原 

7月25日 木 ふれあい文化館   少ない 原、牧の台 

7月26日 金 中央保健センター 必要  大森 2000～2999 番地  

7月27日 土 中央保健センター 必要  
大森 3500～3999 番地、木下南、 

木下東４丁目 

7月29日 月 中央駅前地域交流館  少ない 中央北、小倉台 1・２丁目 

●都合の悪い人は、上記日程の中で変更してください。変更される場合の連絡は不要です。 

●荒天(台風等)の場合、開始時間の遅れや中止になることもありますのでご了承ください。 

 

 


