
 

○ 平成 31 年４月 24 日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法（以下「法」

という）」が成立し、公布・施行されました。 

○ 法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線

の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々

は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられて

います。 

○ 法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。 

１．一時金の対象となる方について 

以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。 

① 昭和 23 年９月 11 日から平成８年９月 25 日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方 

（母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます） 
 

② ①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方 

（母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを   

受けた方を除きます）  

２．一時金の請求手続きについて 

・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください（郵送による提出も可能です）。    

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほ

か、都道府県のホームページや窓口などでも入手できます。 

・請求期限は、平成 31 年４月 24 日（法律の施行日）から５年以内です。 

請求書の記載事項や添付書類について 

●請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた年月日

（時期）、手術などを受けるに至った経緯などを記載して下さい。 

●請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。 

・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類 

・優生手術などを受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書 

・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など（一時金の支給が認められた場合、診断書作

成費用が支給されます） 

・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類（通帳やキャ

ッシュカードの写しなど） 

・その他請求に係る事実を証明する資料（例：障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述書、都道府県や医療

機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など） 

３．一時金の金額 

・一時金の額は、320 万円（一律）です。 

・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。 

４．お問い合わせ先 

・具体的な一時金の請求や相談に関することは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせくだ

さい。各都道府県の窓口については、裏面をご覧ください。 

・また、厚生労働省にも一時金の制度全般に関する電話相談窓口を設置しています。裏面をご参

照ください。 
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＜厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口＞ 

電話番号   03-3595-2575 

受付時間   ９：30～18：00 （月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。） 

平成31年４月24日現在
No. 都道府県 窓口 電話番号 No. 都道府県 窓口 電話番号

1 北海道
旧優生保護法に関する相談支
援センター

０１２０－０３１－７１１（専用） 25 滋賀県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０７７－５２８－３６５３

2 青森県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０１７－７３４－９３０３
※専用回線を準備中

26 京都府
京都府旧優生保護法一時金相
談ダイヤル

０７５－４５１－７１００（専用）

3 岩手県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口、県内各保健所

０１９－６２９－５４５６（子ども子育て支援課）の
ほか県内各保健所　※専用回線準備中

27 大阪府
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０６－６９４４－８１９６（専用）

4 宮城県
宮城県旧優生保護法一時金受
付・相談窓口

０２２－２１１－２３２２（専用） 28 兵庫県 旧優生保護法専用相談窓口 ０７８－３６２－３４３９（専用）

5 秋田県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０１８－８６０－１４３１（専用） 29 奈良県
奈良県旧優生保護法一時金受
付・相談窓口

０７４２－２７－８６４３（専用）

6 山形県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０２３－６３０－２４５９（専用） 30 和歌山県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０７３－４４１-２６４２（健康推進課）のほか県内
各保健所

7 福島県
旧優生保護法に関する相談窓
口

０２４－５２１－８２０５ 31 鳥取県
旧優生保護法下で不妊手術を
受けられた方等の相談窓口

０８５７－２６－７１５８

8 茨城県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０２９－３０１－３２７０（専用） 32 島根県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０１２０－０１２９７４（専用）
０８５２－２２－６６２５（専用）

9 栃木県 旧優生保護法関係相談窓口 ０２８―６２３―３０６４ 33 岡山県 旧優生保護法相談窓口 ０８６－２２６－７８７０（専用）

10 群馬県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０２７―２２６―２６０６ 34 広島県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０８２－２２７－１０４０（専用）

11 埼玉県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０４８－８３１－２７７７（専用） 35 山口県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０８３－９３３－２９４６（専用）

12 千葉県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口（児童家庭課）

０４３－２２３－２３３２（児童家庭課）のほか県
内各健康福祉センター

36 徳島県
旧優生保護法一時金支給に関
する受付・相談窓口

０８８－６２１－２３００（専用）のほか県内各保
健所

13 東京都
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０３―５３２０―４２０６（専用） 37 香川県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０８７－８３２－３９００（専用）

14 神奈川県
旧優生保護法に関する一時金
支給受付・相談窓口

０４５-２１０-４７２７
※専用回線準備中

38 愛媛県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０８９－９１２－２４０５（健康増進課）のほか県
保健所

15 新潟県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０２５－２８０－５１９７ 39 高知県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０８８－８２３－９７２７（専用）

16 富山県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０７６-４４４-３２２６（健康課）
０７６-４４４-３５２５（専用 5/20～）

40 福岡県
旧優生保護法一時金支給受
付・相談窓口

092-632-5175（専用）

17 石川県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

076－225－1495（専用）のほか県内各保健福
祉センター

41 佐賀県
旧優生保護法一時金請求相談
窓口

０１２０－５２５－８５６（専用）

18 福井県
健康福祉部子ども家庭課
県内各健康福祉センター

0776-20-0341（子ども家庭課）のほか県内各
健康福祉センター

42 長崎県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０９５－８９５－２４４５

19 山梨県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０５５－２２３－１３６０（専用） 43 熊本県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０９６－３３３－２３５２（専用）

20 長野県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０２６－２３５－７１４３（専用） 44 大分県 旧優生保護法相談窓口 ０９７－５０６－２７６０(専用）

21 岐阜県
旧優生保護法一時金支給受
付・相談窓口

０５８－２７２－０８７７（専用） 45 宮崎県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０９８５－２６－０２１０（専用）

22 静岡県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０５４－２２１－３１５７（専用） 46 鹿児島県
鹿児島県旧優生保護法一時金
受付・相談窓口

０９９－２８６－３３７４（専用）

23 愛知県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０５２－９５４－６００９（専用） 47 沖縄県
保健医療部地域保健課母子保
健班

０９８－８６６－２２１５

24 三重県
旧優生保護法一時金受付・相
談窓口

０５９－２２４－２２６０（専用）

都道府県　受付・相談窓口一覧

※窓口に関する詳細は、厚生労働省ホームページや各都道府県のホームページなどをご確認下さ
い。


