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各自治体被爆二世健康記録簿の状況

２０２１年６月１８日現在

被爆二世健康記録簿について

発行する 詳 細 問い合わせ先

か？

北海道 する 発行時期：令和４年３月 担当部署：保健福祉部健康安

申請場所：被爆二世の方が居住する地域の保健所 全局地域保健課難病対策係

（政令・中核・保健所設置市は経由） TEL：０１１－２３１－４１１１

必要な書類：道内関係団体と協議の上、決定しま 内線２５－５２２

す。

申請方法：原則郵送

申請書のダウンロード：可能とする予定

青森 しない

岩手 検討中 担当部署：岩手県保健福祉部

医療政策室

TEL：０１９－６２９－５４１７

宮城 検討中

秋田 しない 今後要望等があれば発行について検討することとしており

ます。

山形 検討中 担当部署：健康福祉部新型ｺﾛﾅ

ﾜｸﾁﾝ接種総合企画課

TEL：０２３－６３０－２３１５

福島 しない

茨城 発行する 発行時期：令和３年４月 担当部署：茨城県保健福祉部

申請場所：居住地を所管する保健所 健康・地域ケア推進課

必要な書類：親が被爆者であること及びその者との TEL：０２９－３０１－３２２０

親子関係がわかる書類等

申請方法：上記書類等を保健所へ提出する。

※令和3年4月時点で、各保健所が把握している被

爆二世については、上記手続きによらず、二世健診

の案内等とあわせて順次配布予定

申請書のダウンロード：不可
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被爆二世健康記録簿について

発行する 詳 細 問い合わせ先

か？

栃木 検討中

群馬 検討中

埼玉 既にある 名称：被爆者二世健康手帳 担当部署：埼玉県保健医療部疾病

被爆二世 申請場所：県内の各保健所 対策課

手帳等を 必要な書類：①被爆者二世健康手帳交付申請書、②被爆 ＴＥＬ：０４８－８３０－３５８３

利用する 者手帳の写し（父母いずれか）、③戸籍抄本（謄本）、④住

民票（原本）

申請方法：必要書類を揃えて所管の保健所に提出

申請書はダウンロード可能ですか？ 可能

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/hibakusha/niseikens

in.html

千葉 発行する 発行時期：６月 担当部署：千葉県健康福祉指

申請場所：千葉県庁健康福祉指導課 導課援護班

申請方法：封書か葉書で被爆二世健康記録簿の配 TEL：０４３－２２３－２３４９

布希望の有無を記載し郵送

申請書のダウンロード：不可

東京 既にある 名称：健康診断受診票 担当部署：福祉保健局保健政策部

被爆二世 申請場所：都庁又は区市町村の被爆者担当窓口 疾病対策課被爆者援護担当

手帳等を 必要な書類：申請書、戸籍抄本、住民票、親の被爆者健 TEL：０３－５３２０－４４７３

利用する 康手帳の写し

申請書はダウンロード可能ですか？ 可能

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/nanbyo/

h_engo/2_kenkou.html

神奈川 既にある 名称：被爆者のこども健康診断受診証 担当部署：神奈川県福祉子どもみ

被爆二世 申請場所：居住地を所轄する保健所等 らい局 福祉部生活援護課援護グ

手帳等を 必要な書類：申請書、被爆者のこども健康診断受診証交 ループ

利用する 付申請書、住民票、戸籍抄本、親の被爆者手帳の写し TEL：０４５－２１０－１１１１

申請方法：保健所等へ郵送又は持参 内線４９０６

申請書はダウンロード可能ですか？ 可能

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/r6w/cnt/f6866/p220

34.html
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被爆二世健康記録簿について

発行する 詳 細 問い合わせ先

か？

新潟 発行する 発行時期：令和３年９月 担当部署：新潟県福祉保健部健康

申請場所：なし づくり支援課

必要な書類：不要 TEL：０２５－２８０－５２０２

配布方法：被爆二世健康診断の受診者決定通知と

合わせて配布する。

申請書のダウンロード：不可

富山 検討中 作成時期、内容、配布方法等検討中 担当部署：富山県厚生部健康対策

室健康課

TEL：０７６－４４４－４５１３

石川 検討中 発行する方向で検討中(予算、発行時期等） 担当部署：石川県健康福祉部健康

推進課

TEL：０７６－２２５－１４４８

福井 検討中 例年８月に募集する原爆被爆者二世の健康診断を希望 担当部署：福井県健康福祉部地域

する方達に、記録簿を案内し、発行の希望の有無を確認 福祉課保護・恩給グループ

することを考えている。 TEL：０７７６－２０－０３２７

山梨 発行する 発行時期：令和３年１１月 担当部署：山梨県福祉保健部健康

申請場所：山梨県 福祉保健部健康増進課 がん対 増進課がん対策推進担当

策推進担当 TEL：０５５－２２３－１４９７

必要な書類：被爆二世健康記録簿交付申請書

配布方法：申請場所あてに必要な書類を郵送または

持参

申請書のダウンロード：可

※山梨県ホームページ（健康増進課）に掲載予定

長野 検討中 現在、検討中です。 担当部署：長野県健康福祉部地域

福祉課

TEL：０２６－２３５－７０９４

岐阜 検討中 厚生労働省からの事務連絡（R2.１２１７）を踏まえて、県に 担当部署：保健医療課精神保健福

おける対応を検討中。 祉係

TEL：０５８－２７２－１１１１

内線２５４４
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被爆二世健康記録簿について

発行する 詳 細 問い合わせ先

か？

静岡 既にある 名称：被爆二世健康記録帳 担当部署：健康福祉部医療局疾病

被爆二世 平成30年度に健康診断を受診する被爆二世に送付しまし 対策課

手帳等を た。新規で被爆二世の方が健康診断を受診する場合、保 TEL：０５４－２２１－３７７３

利用する 健所にて配布します。

愛知 検討中 担当部署：愛知県保健医療局健康

医務部健康対策課

TEL：０５２－９５４－６２６８

三重 検討中 担当部署：三重県医療保健部健康

推進課疾病対策班

TEL：０５９－２２４－２３３４

滋賀 検討中 担当部署：滋賀県健康医療福祉部

健康寿命推進課

TEL：０７７－５２８－３６５３

京都 検討中

大阪 発行する 詳細は検討中だが、以下のどちらかを想定している 担当部署：大阪府健康医療部保健

・保健所やインターネットによる申込み 医療室地域保健課疾病対策・援護

・被爆二世健診の受診日通知または受診結果送付の際 グループ

に、希望者に対して送付 TEL：０６－６９４１－０３５１

内線２５３４

兵庫 検討中 今年度中に発行予定。 担当部署：兵庫県原子爆弾被爆者

申請場所、方法などは検討中。 相談室

TEL：０７８－３６１－８６０４

奈良 検討中 厚労省のひな形を基に作成予定 担当部署：奈良県健康推進課難病

・医療支援係

TEL：０７４２－２７－８６６０
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被爆二世健康記録簿について

発 行 す 詳 細 問い合わせ先

るか？

和歌山 検討中 今年度中に希望する方に対して発行する方向で検討中。 担当部署：福祉保健部健康局健康

申請方法等、詳細については現在検討中。 推進課

TEL：０７３－４４１－２６４０

鳥取 しない 担当部署：鳥取県福祉保健部ささ

えあい福祉局福祉保健課

TEL：０８５７－２６－７１４５

島根 発行する 今年度二世健診受診申込者のうち、記録簿の配布を希望 担当部署：島根県健康福祉部健康

される方に配布する予定。 推進課

※８／１から健診実施（7月下旬から申込受付予定） TEL：０８５２－２２－５３２９

内容はひな形どおり

岡山 既にある 名称：健康診断の記録（被爆者二世） 担当部署：岡山県保健福祉部保健

被爆二世 申請場所：県 福祉課援護班

手帳等を 必要な書類：特になし TEL：０８６－２２６－７３２０

利用する 申請方法：二世健診受診者へ送付する受診案内で、健康

診断の記録の要・不要を尋ねています。

広島 発行する 発行時期：５月末 担当部署：広島県健康福祉局被爆

広島市に 申請場所：特に定めていない 者支援課援護グループ

ついては 必要な書類：特に定めていない TEL：０８２－５１３－３１１６

別欄で説 申請方法：希望者に配布することにしており、申請は不要

明 である。

※県内市町の窓口、医療機関で配布する外、令和２年度

の被爆二世健康診断を受診した者のうち令和３年度のパ

ンフレット等の送付を希望する者に対し、被爆二世健康診

断記録簿を同封することとしている。

山口 既にある 名称：被爆二世健康診断記録表 担当部署：山口県健康福祉部医務

被爆二世 被爆二世健康診断記録表交付申請書を申請者の居住地 保険課

手帳等を の管轄する健康福祉センター又は下関市立下関保健所 TEL：０８３－９３３－２８２０

利用する へ提出

申請書のダウンロード：不可
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被爆二世健康記録簿について

発 行 す 詳 細 問い合わせ先

るか？

徳島 検討中 担当部署：徳島県保健福祉部感染

症対策課

TEL：０８８－６２１－２２２４

香川 検討中 担当部署：香川県健康福祉部健康

福祉総務課難病等対策グループ

TEL：０８７－８３２－３２６０

愛媛 検討中 今年度内に作成する方向で検討中。 担当部署：保保健福祉部健康衛生

申請場所、方法など未定 局健康増進課

TEL：０８９－９１２－２４０５

高知 発行する 発行時期：令和４年度 担当部署：高知県健康政策部健康

二世健診申込みの際に希望をきき、希望者には健診結果 対策課

送付時に手帳を同封することを想定しているが、具体的な TEL：０８８－８２３－９６７８

手続き等はこれから検討する。

福岡 検討中 担当部署：福岡県保健医療介護部

がん感染症疾病対策課

TEL：０９２－６４３－３２６７

熊本 発行する 発行時期：１２月～ 担当部署：健康福祉部健康局健康

被爆二世健康診断の結果を通知する際に同封するため づくり推進課

申請不要とする。 TEL：０９６－３３３－２２１０

申請書のダウンロード：不可

佐賀 発行する 発行時期：令和３年６月～ 担当部署：佐賀県健康増進課

申請場所：各保健福祉事務所（佐賀県内５カ所） TEL：０９５２－２５－７０７４

必要な書類：親の被爆者健康手帳の写し等（手帳の写し

等が無い場合は個別対応）

申請方法：保健福祉事務所窓口にて上の必要書類を提示

していただく

申請書のダウンロード：不可
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被爆二世健康記録簿について

発 行 す 詳 細 問い合わせ先

るか？

長崎 発行する 発行時期：令和３年６月 担当部署：長崎県原爆被爆者援護

長崎市に 申請場所：長崎県庁、各市町役場、各県立保健所 課

ついては 必要な書類：なし（被爆二世健康診断受診票交付有無の TEL：０９５－８９５－２４７５

別欄で説 確認あり）

明 申請方法：※被爆二世健康診断受診票をお持ちの方で配

布を希望する方が対象。

・長崎県庁→原爆被爆者援護課へ電話により申し出る（窓

口での受け取りもしくは郵送での受け取りを選択可能）

・各市町役場、各県立保健所→原爆担当窓口に申し出る

（窓口での受け取りのみ可）

申請書のダウンロード：不可

大分 検討中 被爆二世健康記録簿の様式、配布時期等について、担当 担当部署：大分県福祉保健部健康

課内で検討中 づくり支援課管理・疾病対策班

TEL：０９７－５０６－２６６３

宮崎 発行する 発行時期：令和３年７月頃 担当部署：宮崎県福祉保健部健康

申請場所：宮崎県福祉保健部健康増進課 増進課

必要な書類：被爆二世健診申込書（予定） TEL：０９８５－２６－７０７８

申請方法：上部の申請場所に郵送

申請書のダウンロード：可（令和３年７月下旬頃更新予定

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kenko/hoken/kenkozukuri/

鹿児島 発行する 発行時期：令和３年度中 担当部署：くらし保健福祉部健康増

申請場所：鹿児島県庁健康増進課を予定 進課

必要な書類：検討中 TEL：０９９－２８６－２７１４

申請方法：検討中（健康診断の申込書に記入欄を設け

て、希望する方に配布する形を予定しています。それ以外

の申請受付方法については検討中です。）

申請書のダウンロード：未定

沖縄 検討中 被爆二世自身の健康管理のため発行予定でありますが、 担当部署：沖縄県保健医療部地域

発行時期等について未だ調整中です。 保健課

TEL：０９８－８６６－２２１５
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被爆二世健康記録簿について

発 行 す 詳 細 問い合わせ先

るか？

広島市 発行する 発行時期：令和３年６月 担当部署：広島市健康福祉局原爆

申請書はありません。被爆二世健康診断を受診する方へ 被害対策部援護課

は郵送しますので、申請は不要です。(被爆二世健康診断

の申込は必要です。） ＴＥＬ：０８２－５０４―２１９５

また、被爆二世健康診断を受診しない方でも、希望があ

れば被爆二世健康記録簿を配付します。

長崎市 発行する 発行時期：令和３年６月 担当部署：原爆被爆対策部援護課

申請場所：検診機関（一部）、市役所、地域センター TEL：０９５－８２９－１１４９

必要な書類：なし

申請方法；申し出のみ（電話含）


