
注） 会場及び日程については、変更になる場合がございます。予めご注意ください。黒文字は日程が確定している会場です。
詳細につきましては、直接お電話でお尋ねください。　ＴＥＬ011-218-1655　巡回健診係まで

振興局 会場 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
札幌市北区（協会けんぽ）
　新琴似北会館
　北区新琴似11条5丁目1-14
札幌市南区（協会けんぽ）
　藻南福祉会館
　南区川沿11条2丁目3-1
札幌市清田区（協会けんぽ）
　清田区民センター
　清田区平岡七条3丁目9-25
札幌市清田区（協会けんぽ）
　平岡地区会館
　札幌市清田区平岡七条３丁目９－２５
札幌市手稲区（協会けんぽ）
　札幌市新発寒地区センター
　手稲区新発寒五条4丁目2-2
札幌市豊平区（協会けんぽ）
　美園会館
　札幌市豊平区美園６条５丁目４－１
札幌市豊平区（協会けんぽ）
　豊平まちづくりセンター〔豊平会館〕
　札幌市豊平区豊平六条７丁目１番１２号
札幌市東区（協会けんぽ）
　伏古記念会館
　東区伏古七条２丁目８－１５
札幌市西区（協会けんぽ）
　西町会館
　西区西町南9丁目2-2
札幌市白石区・厚別区（協会けんぽ）
　アクセスサッポロ
　札幌市白石区流通センター４丁目３番５５号
恵庭地区（協会けんぽ）
　恵庭商工会議所
　恵庭市京町80
江別地区（協会けんぽ）
　江別市民会館
　江別市高砂町6
千歳地区（協会けんぽ）
　ホテルグランテラス千歳
　千歳市本町4丁目4-4
北広島地区（協会けんぽ）
　ふれあい学習センター【夢プラザ】
　北広島市大曲370-2
小樽地区（協会けんぽ）
　小樽港マリーナ
　小樽市築港5-7
倶知安地区（協会けんぽ）
　倶知安商工会議所
　倶知安町南二条西1丁目
岩内地区（協会けんぽ）
　グリーンパークいわない
　岩内町字野束500
岩内地区（協会けんぽ）
　いわない高原ホテル
　岩内郡岩内町字野束５０５
岩見沢地区（協会けんぽ）
　イベントホール赤レンガ
　岩見沢市有明町南1-14
滝川地区（協会けんぽ）
　たきかわ文化センター
　滝川市新町３丁目６番４４号
滝川地区（協会けんぽ）
　滝川商工会議所
　滝川市大町1丁目8-1
滝川地区（協会けんぽ）
　中地区コミュニティセンター
　滝川市朝日町東2丁目2-4
新十津川/滝川地区（協会けんぽ）
　グリーンパークしんとつかわ
　新十津川町字総進189-1
砂川地区（協会けんぽ）
　砂川地域交流センター　ゆう
　砂川市東三条北2丁目3-3
深川地区（協会けんぽ）
　深川ふれあい会館
　深川市５条４－２
釧路地区（協会けんぽ）
釧路ロイヤルイン
釧路市黒金町１４-９-２
釧路地区（協会けんぽ）
釧路センチュリーキャッスルホテル
釧路市大川町２－５
弟子屈地区（協会けんぽ）
　弟子屈町商工会
　弟子屈町中央1丁目5-1
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根室地区（協会けんぽ）
　根室漁業協同組合
　根室市海岸町1丁目17
根室地区（協会けんぽ）
花咲流通管理センター
　根室市花咲港埋立地
中標津地区（協会けんぽ）
　中標津町総合文化会館【しるべっと】
　中標津町東二条南3丁目１番地
北見地区（協会けんぽ）
　北見農業会館
　とん田東町６１７
留辺蘂地区（協会けんぽ）
　さかえ会館
　北見市留辺蘂町栄町92-5
斜里地区（協会けんぽ）
　総合保健福祉センターぽると２１
　斜里郡斜里町青葉町４０番地２
紋別地区（協会けんぽ）
　紋別セントラルホテル
　紋別市港町7丁目1-58
留萌地区（協会けんぽ）
　留萌市勤労福祉センター
　留萌市開運町2丁目6-1
稚内地区（協会けんぽ）
　風～るわっかない
　稚内市富岡１丁目１-２
稚内地区（協会けんぽ）
　稚内サフィールホテル
　稚内市開運１丁目２番２号
浜頓別地区（協会けんぽ）
　頓別コミュニティセンター
　枝幸郡浜頓別町頓別３１８７
旭川地区（協会けんぽ）
　旭川市新旭川地区センター
　旭川市東六条4丁目1-13
旭川地区（協会けんぽ）
　旭川地場産業振興センター
　旭川市神楽四条６丁目１－１２
名寄地区（協会けんぽ）
　駅前交流プラザ「よろ～な」
　名寄市東1条南７丁目１－１０
名寄地区（協会けんぽ）
　名寄市民文化センター
　名寄市西１３条南４丁目
富良野地区（協会けんぽ）
　富良野市文化会館
　富良野市弥生町1
帯広地区（協会けんぽ）
　とかち館
　帯広市西七条南6丁目2
芽室地区（協会けんぽ）
　芽室町ふれあい交流館
　芽室町東二条2丁目15
新ひだか地区（協会けんぽ）
　新ひだか町公民館
　新ひだか町静内古川町1丁目1-2.
室蘭地区（協会けんぽ）
　第２プリンスホテル
　海岸町1丁目20-18
室蘭地区（協会けんぽ）
　室蘭市市民会館
　室蘭市輪西町２丁目５－１
伊達地区（協会けんぽ）
　市民活動センター
　伊達市鹿島町２０番地１
苫小牧地区（協会けんぽ）
   苫小牧市労働福祉センター
　苫小牧市末広町1丁目15-7
函館地区（協会けんぽ）
　総合卸センター　流通ホール
　函館市西桔梗町589-283
函館地区（協会けんぽ）
　函館パークホテル
　函館市新川町29-15
函館地区（協会けんぽ）
　ホテル函館ロイヤル
　函館市大森町16-9
知内地区（協会けんぽ）
　知内中央公民館
　知内町字重内21-1
松前地区（協会けんぽ）
　松前町漁民センター
　松前町弁天34-5
せたな地区（協会けんぽ）
　ふれあいプラザ
　せたな町北檜山区徳島８－１
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