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【総数74冊：令和３年６月30日時点】

1
昭和28
～42年

極秘　らい患者関係台帳（届出書） 患者台帳、患者死亡届 健康福祉部

2
昭和33
～40年

㊙　患者関係綴

許可外出者の調査依頼
伝染病及び食中毒患者届出票、診断書
らい患者入所届
らいの疑いがある者について

健康福祉部

3
昭和40～
平成10年

極秘　らい患者関係綴　らい係
らい患者診断届、伝染病患者届
在宅患者診察復命書、患者からの手紙
S34年以降の長野県関係退所患者名簿

健康福祉部

4 不明 患者台帳
患者登録票
患者死亡届

健康福祉部

1
昭和29

～平成5年
保護決定調書　ケースE(1)
S29～H5

援護申請書等ケース記録
援護者（患者家族）からの手紙

健康福祉部

2
昭和44
～45年

らい患者生活援護台帳
㊙ハンセン病患者家族生活援護廃止

保護決定調書、自宅訪問の記録（写真含）
患者や家族からの手紙

健康福祉部

3
昭和59～
平成16年

ハンセン　放送受信料返戻関係
受信料の領収書
患者家族からの手紙

健康福祉部

4
平成6
～14年

ハンセン病患者家族の生活援護決定
調書　ケースE(2)　H6～14

援護決定通知書、援護者の収入申告書
患者家族からの手紙、援護者の診断書

健康福祉部

5 不明 極秘　援護者台帳　42年度分まで 援護者台帳 健康福祉部

1
昭和47年
～53年

Lepra　概（要）況
郷土訪問実施計画
らいの概況（S47年～S53年、県内新規発生情報を含む）

健康福祉部

2
昭和57
～62年

ハンセン病（らい）の概況
療養所慰問についての計画書類
里帰りの計画書類
概況書（新規患者発生情報を含む）

健康福祉部

3 不明 ハンセン　きそ
入所者一覧表
県の取り組みに関する資料

健康福祉部

1 平成17年
ハンセン病療養所入所者家族生活援
護費

患者家族の収入申告書等書類、患者家族からの手紙、支給額の決
定通知

健康福祉部

2 平成18年 ハンセン援護費
患者家族の収入申告書等書類
患者家族からの手紙、支給額の決定通知

健康福祉部

3 平成19年 ハンセン援護費
患者家族の収入申告書等書類、患者家族からの手紙、支給額の決
定通知

健康福祉部

1
平成9～
19年

ハンセン病検査要領
疑い患者についての検査依頼書（病院発）
病院への結果通知、法律廃止後の検査要領

健康福祉部

2 平成13年 ハンセン病
国ハンセン病問題対策協議会（第1、2回）資料、入所者への補償
に関する資料、患者からの手紙

健康福祉部

3 平成13年 ハンセン病対策事業（療養所慰問）
療養所への知事訪問の資料
入所者懇談記録、意向調査一覧（患者自筆の原本）、患者からの
手紙

健康福祉部

4 平成16年 ハンセン病一般
入所者死亡の連絡（口頭電話記録）
啓発関連の起案

健康福祉部

5 平成17年 ハンセン病一般
患者からの手紙、啓発関係起案、報道関係者からの情報開示の記
録（個人情報なし）など

健康福祉部

6 平成17年 ハンセン病対策　里帰り事業 里帰り事業起案、参加者名簿 健康福祉部

（２）療養所入所者への支援・疑い患者等に関する文書（11冊）

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：患者、家族等個人の情報あり）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

１　らい予防法【昭和28年８月15日施行、平成８年４月１日廃止】に関する文書（12冊）

（１）家族の生活援護等に関する文書（３冊）

２　らい予防法の廃止に関する法律【平成８年４月１日施行、平成21年４月１日廃止】に関する文書（14冊）

（３）療養所入所者への支援等に関する文書（３冊）

（１）医療機関からの届出、療養所への入所等に関する文書（４冊）

（２）家族の生活援護等に関する文書（５冊）※一部らい予防法の廃止に関する法律に関する文書も含む。

個人情報あり

1



 

【総数74冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：患者、家族等個人の情報あり）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

個人情報あり

7 平成18年 ハンセン一般
患者死亡届、療養所入所者名簿
啓発関係機関や国からの事務連絡

健康福祉部

8 平成18年 ハンセン里帰り 里帰り事業実施計画書、参加者名簿 健康福祉部

9 平成19年 ハンセン一般
患者からの手紙、死亡届
国からの通知、募金起案

健康福祉部

10 平成19年 ハンセン里帰り 里帰り事業起案、参加者名簿 健康福祉部

11 平成20年 ハンセン病関係
患者からの手紙、多摩療養所の入所者名簿
入所者の死亡報告、療養所訪問ふれあい交流事業起案、里帰り事
業起案、参加者名簿

健康福祉部

1
平成13
～19年

ハンセン病　補償金支給
補償金支給に関する事務連絡や通知
患者遺族からの問い合わせ記録

健康福祉部

1 平成21年 平成21年　ハンセン病関係

患者からの手紙、入所者弔電起案
療養所訪問起案
里帰り事業起案、参加者名簿
各都道府県におけるハンセン病施策資料

健康福祉部

2 平成21年～ ハンセン病支払い関係
療養所入所者への果物・花の贈呈に係る送付文書・注文書等関係
書類、県人会名簿
療養所担当者とのやり取りの記録　等

健康福祉部

3 平成21年
平成21年度ハンセン病問題懇談会関
係

栗生楽泉園入所の県内出身者と県内大学生との懇談会 県民文化部

4 平成22年 ハンセン
募金起案、療養所訪問起案
入所者名簿、入所者弔電起案
患者からの手紙

健康福祉部

5 平成23年 ハンセン
入所者の死亡報告、患者からの手紙
療養所訪問起案
ハンセン病問題対策促進会議

健康福祉部

6
平成23
～25年

【秘】ハンセン病　療養所入所者情
報

里帰り事業資料、療養所訪問事業資料
県人会（入所者）名簿

健康福祉部

7 平成24年 ハンセン病対策
募金起案、療養所訪問起案
百歳祝賀起案、患者からの手紙

健康福祉部

8 平成25年 ハンセン病対策
募金起案、療養所訪問起案
患者からの手紙

健康福祉部

9 平成25年 ハンセン病療養所訪問交流事業 多磨全生園　入所者訪問交流事業一式 県民文化部

10 平成26年 ハンセン病
療養所訪問起案、療養所訪問交流事業起案
里帰り事業起案、参加者名簿
入所者名簿、患者からの手紙

健康福祉部

11 平成26年 ハンセン病問題懇談会等 療養所入所者との懇談会一式 県民文化部

12 平成26年 ハンセン病療養所訪問交流事業 多磨全生園　入所者訪問交流事業一式 県民文化部

13 平成27年 ハンセン病関係
療養所訪問起案、療養所訪問交流事業起案
募金起案、里帰り事業起案、参加者名簿
百歳祝賀起案、患者からの手紙

健康福祉部

14 平成28年 ハンセン病一般
療養所訪問起案、療養所訪問交流事業起案
募金起案、里帰り事業起案、参加者名簿
百歳祝賀起案、患者からの手紙、入所者名簿

健康福祉部

15 平成28年 ハンセン病療養所訪問交流事業 多磨全生園　入所者訪問交流事業一式 県民文化部

16 平成29年 ハンセン病対策事業

ハンセン病対策促進会議資料
療養所訪問起案、入所者弔電起案
里帰り事業起案、参加者名簿
県人会名簿、募金起案

健康福祉部

17 平成30年 ハンセン病対策事業
療養所訪問起案、入所者弔電起案
里帰り事業起案、参加者名簿
県人会名簿、募金起案

健康福祉部

３　ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律【平成13年６月22日施行】に関する文書（１冊）

４　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律【平成21年４月１日施行】に関する文書（26冊）

療養所入所者への慰問・交流事業等に関する文書（26冊）
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【総数74冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：患者、家族等個人の情報あり）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

個人情報あり

18 平成30年 ハンセン病療養所訪問交流事業 多磨全生園　入所者訪問交流事業一式 県民文化部

19 平成30年
ハンセン病療養所訪問交流事業【当
日手持ち資料】

多磨全生園　入所者訪問交流事業に係る、当日の手持ち資料 県民文化部

20 令和元 ハンセン病関係
多摩110周年式典関連資料、県人会名簿
ハンセン病市民学会総会全国交流集会in長野実行委員会資料

健康福祉部

21
平成31～
令和２年

ハンセン病対策事業
弔電送付に係る書類
療養所慰問事業に係る日程・会計・復命書類
果物等の送付に係る書類　等

健康福祉部

22 令和元年 ハンセン病療養所訪問交流事業 多磨全生園　入所者訪問交流事業一式 県民文化部

23 令和元年
ハンセン病療養所訪問交流事業【当
日手持ち資料】

多磨全生園　入所者訪問交流事業に係る、当日の手持ち資料 県民文化部

24 令和２年 ハンセン病一般
療養所慰問事業に係る日程・会計・復命書類等、県人会名簿、患
者からのお礼の手紙

健康福祉部

25 令和２年 ハンセン病療養所訪問交流事業 多磨全生園　入所者訪問交流事業中止の通知等 県民文化部

26 令和３年 ハンセン病一般
療養所慰問事業に係る日程・会計・復命書類等、県人会名簿、患
者からのお礼の手紙

健康福祉部

1
平成16
～17年

ハンセン病関係　No.2
長野県ハンセン病問題検証会議資料
療養所入所者懇談記録（H13）
療養所入所者聞き取り記録（H13）

健康福祉部

2
平成16
～19年

無
患者名簿
療養所現地検証の日程表
ハンセン病問題検証会議資料

健康福祉部

3
平成16、17

年
ハンセン病問題検証会議　証言一覧
17/6

ハンセン病検証会議の記録や県内出身回復者等（療養所入所者）
からの証言

県民文化部

4
平成16～18

年
長野県ハンセン病問題検証会議（資
料関係）

ハンセン病療養所入所者、ボランティアからの聞き取り記録等 県民文化部

5
平成16～18

年
ハンセン病問題検証会議調査関係

ハンセン病検証会議に向けた県内出身回復者等（療養所入所者）
調査起案等

県民文化部

6 平成16年
ハンセン病療養所入所者聞き取り関
係

ハンセン病療養所入所者からの聞き取り記録等 県民文化部

7 平成16年
長野県ハンセン病問題検証会議資料
（多磨全生園事務局聞き取り）

多磨全生園入所の県内出身者からの聞き取り記録等 県民文化部

8 平成16年
長野県ハンセン病問題検証会議資料
（委員送付関係）

ハンセン病問題検証会議資料（委員用） 県民文化部

9 平成16年
長野県ハンセン病問題検証会議資料
（栗生楽泉園事務局聞き取り）

栗生楽泉園入所の県内出身者からの聞き取り記録等 県民文化部

10 平成16年 ハンセン病問題聞き取り関係 ハンセン病療養所入所者からの聞き取り記録等 県民文化部

11 平成16年
ハンセン病問題検証・啓発（参考資
料）

ハンセン病問題検証会議関係、療養所入所者との懇談記録等 県民文化部

12 平成16年
ハンセン病問題に関する庁内連絡会
議

ハンセン病問題の検証作業等庁内連絡会の記録 県民文化部

13 平成17年
ハンセン病問題検証会議資料
（多磨全生園/事務局聞き取り）

入所者、事務局聞き取り記録 健康福祉部

14 平成17年
ハンセン病問題検証会議関係資料
（栗生楽泉園聞き取り）H17年1月

入所者聞き取り記録 健康福祉部

15 平成17年 ハンセン病問題検証会議No.1
無らい県運動等、長野県におけるハンセン病隔離政策に関する検
証会議の記録や県内出身回復者等（療養所入所者）からの証言

県民文化部

16 平成17年 ハンセン病問題検証会議No.2
ハンセン病検証会議の記録や県内出身回復者等（療養所入所者）
からの証言、中国帰国者・精神障害者家族会連合会からの聞き取
り記録等

県民文化部

17 平成17年
ハンセン病問題検証会議（多磨、栗
生　委員聞き取り）

ハンセン病検証会議のうち、県内出身回復者等（療養所入所者）
からの証言

県民文化部

18 平成18年 ハンセン病問題啓発活動 療養所入所者との懇談会一式 県民文化部

５　平成18年公表の「長野県ハンセン病問題検証会議報告書」に関する文書（20冊）
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【総数74冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：患者、家族等個人の情報あり）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

個人情報あり

19 平成18年 ハンセン病問題検証会議報告書関係 ハンセン病問題検証会議関係、療養所入所者との懇談記録等 県民文化部

20 不明 ハンセン病対策
ハンセン病療養所入所者懇談記録
被害実態調査結果の資料、療養所打合せ
里帰り事業に関する連絡記録

健康福祉部

1 平成13年 ハンセン病　公文書公開関係
患者への意向調査一覧、入所者懇談の個人記録
（個人情報は非公開）

健康福祉部

６　情報開示に関する文書（１冊）

4



 

【総数18冊：令和３年６月30日時点】

1 昭和38年 予防吏員　指定医の証交付関係綴 らい予防指定医の推薦や指定に関する書類 健康福祉部

1 昭和11年
衛生状態概要
（長野県警察部衛生課発行）

昭和10年11月末現在の長野県における患者数（署別） 現地機関

1 令和２年
「ハンセン病市民学会全国交流集会
in長野」開催について（通知）

開催通知、スケジュール、内容、申込方法、参加申込書　等
開催地実行委員会名簿

現地機関

2 令和２年
ハンセン病市民学会2019年度委員一
覧(一部案)

ハンセン病市民学会2019年度委員一覧(一部案) 現地機関

1 平成16年
ハンセン病問題検証会議資料
（行政関係者聞き取り）

行政関係者への聞き取り記録 健康福祉部

2 平成16年
長野県ハンセン病問題検証会議報告
書関係

ハンセン病検証に係る経過、支出の記録 県民文化部

3 平成16年
長野県ハンセン病問題検証会議資料
（行政関係者聞き取り）

ハンセン病に係わった行政担当者からの聞き取り記録等 県民文化部

4 平成16年 ハンセン病問題検証会議 ハンセン病問題検証会議に関する事務手続き等 県民文化部

5 平成16年
ハンセン病問題検証活動（調査資
料）

ハンセン病担当者氏名、市町村関連資料保有調査 県民文化部

6 平成17年
ハンセン病問題検証会議聞き取り
（中国帰国者、精神障害者等）

中国帰国者、精神障害者等聞き取りテープ起こし 県民文化部

7 平成17年
ハンセン病問題検証活動（聞き取り
要約）

ハンセン病問題に係る行政関係者への聞き取り結果 県民文化部

8
平成17～18

年
ハンセン病問題検証会議 検証会議報告書　執筆者謝礼関係等 県民文化部

9
平成17～18

年
ハンセン病問題検証会議報告書 無らい県運動の状況の聞き取り 県民文化部

10 平成18年
長野県ハンセン病問題検証会議報告
書関係

ハンセン病検証会議の構成、送付に関するもの 県民文化部

11 平成19年
平成19年度ハンセン病問題庁内連絡
会議等

ハンセン病問題検証会議報告書の提言に係る対応等 県民文化部

1
令和２
～３年

ハンセン R２明治時代の「らい病患者調」ﾔﾌｵｸ出品に係る対応経過等 健康福祉部

2
令和２
～３年

ハンセン病問題 R２明治時代の「らい病患者調」ﾔﾌｵｸ出品に係る対応経過等 県民文化部

1 平成27年 ハンセン病関連資料　情報公開請求
情報公開請求に関する口頭電話記録
情報公開請求に関する資料

健康福祉部

１　癩予防法及びらい予防法【昭和28年８月15日施行、平成８年４月１日廃止】に関する文書（２冊）

３　平成18年公表の「長野県ハンセン病問題検証会議報告書」に関する文書（11冊）

５　情報開示に関する文書（１冊）

2　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律【平成21年４月１日施行】に関する文書（２冊）

ハンセン病問題の普及・啓発等に関する文書（２冊）

４　「明治三十二年　癩病患者並血統家系調」に関する文書（２冊）

（１）らい予防指定医の指定等に関する文書（１冊）

（２）統計に関する文書（１冊）

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：患者、家族等以外の個人の情報あり）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

個人情報あり

5



【総数136冊：令和３年６月30日時点】

1
昭和17
～28年

らい　例規関係綴 例規 健康福祉部

2
昭和28
～42年

らい例規 例規 健康福祉部

3 昭和29年 らい予防法 らい予防法関連資料 健康福祉部

4
昭和40

～平成7年
らい　交付要綱 要綱 健康福祉部

1 昭和16年
衛生状態概要
（長野県警察部衛生課発行）

昭和14年１月以降末の長野県における患者数（署別） 現地機関

2 昭和27年
長野県衛生統計の概要
昭和27年度版

「らい予防事業成績」として検診人数、新発見患者数、一時救護
数、収容数等の数値

現地機関

1
平成8
～11年

らい予防法の廃止に関する法律施行
関係

らい予防法の廃止に伴う国通知
同法に関する国からの参考資料
社会復帰支援事業に係る文書　等

健康福祉部

2
平成8～
18年

ハンセン病生活援護委託費交付要綱 要綱や国からの通知文など 健康福祉部

3 平成10年
永　ハンセン病
診療協力ネットワーク

国からの通知文など 健康福祉部

1 平成17年 ハンセン病国庫委託金 生活援護委託費要領、起案 健康福祉部

2 平成18年 ハンセン国庫委託金 生活援護委託費国庫委託金関係の資料 健康福祉部

3 平成19年 ハンセン国庫委託金
生活援護委託費要領
国庫委託金実績報告

健康福祉部

1 平成17年 ハンセン病対策事業　慰問金募集 募金起案 健康福祉部

2 平成17年 ハンセン病対策事業　療養所慰問 療養所慰問起案 健康福祉部

3 平成18年 ハンセン交流事業（企画局） ふれあい交流事業の資料 健康福祉部

4 平成18年 ハンセン療養所訪問 療養所訪問起案 健康福祉部

5 平成19年 ハンセン療養所訪問 療養所訪問起案 健康福祉部

1 平成12年 ハンセン病　国家賠償訴訟 関連資料や新聞記事など 健康福祉部

2 平成13年 熊本地裁判決（H13.5.11） 「らい予防法」違憲国家賠償請求事件の判決文 県民文化部

3
平成13
～19年

ハンセン病　他県パンフレット等

他県の啓発パンフレット（兵庫県、香川県、岩手県、徳島県、青
森県、沖縄県、愛知県、奈良県、栃木県、和歌山県）
ハンセン病に関する意識調査（結果）
被害実態調査結果（速報）などの資料

健康福祉部

4
平成14～17

年
ハンセン病問題関係資料 ハンセン病市民学会等資料等 県民文化部

5
平成15
～17年

ハンセン病関係　新聞記事 新聞記事 健康福祉部

6
平成16～17

年
ハンセン病資料 明治17年～平成17頃までの新聞記事等 県民文化部

（３）療養所入所者への支援等に関する文書（５冊）

（４）ハンセン病に係る資料等に関する文書（13冊）

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：個人の情報なし）

書名
所属年度

（作成年度）
No 文書の内容 保管所属

１　癩予防法及びらい予防法【昭和28年８月15日施行、平成８年４月１日廃止】に関する文書（６冊）

２　らい予防法の廃止に関する法律【平成８年４月１日施行、平成21年４月１日廃止】に関する文書（24冊）

（１）法律・通知等に関する文書（３冊）

（１）法律・通知等に関する文書（４冊）

（２）統計に関する文書（２冊）

（２）家族の生活援護等に関する文書（３冊）

6



【総数136冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：個人の情報なし）

書名
所属年度

（作成年度）
No 文書の内容 保管所属

7 平成16年
「らい予防法」違憲国家賠償請求事
件

「らい予防法」違憲国家賠償請求事件の判決文 県民文化部

8 平成16年
ハンセン病問題関係資料（S27～
H14）

らい予防法、国立療養所の運営について等資料のコピー 県民文化部

9 平成17年 ハンセン病問題資料（報告書用） 昭和52年～平成17年の新聞記事等 県民文化部

10 平成17年 「菊池恵楓園」収集資料 「菊池恵楓園」収集資料 県民文化部

11 平成18年 ハンセン病関係資料寄贈 県民からのハンセン病関係資料寄贈関係 県民文化部

12 平成21年 ハンセン病関係記事（H8～21） 新聞等記事 県民文化部

13 不明 ハンセン病ビデオ貸出簿 貸出簿 健康福祉部

1 平成26年 ハンセン病問題関係一般 ハンセン病問題に関する資料、通知一般 県民文化部

2 平成29年 ハンセン病関係一般 送付された機関誌や、国等からの事務連絡等 県民文化部

3 平成29年 ハンセン病関係一般 送付された機関誌や、国等からの事務連絡等 県民文化部

4 平成30年 ハンセン病関係一般 送付された機関誌や、国等からの事務連絡等 県民文化部

5 平成31年
ハンセン病元患者家族に対する補償
金制度

関連通知、起案
Q＆A集などの資料、新聞記事

健康福祉部

1 平成20年 平成20年度　ハンセン病関係
ハンセン病に係る普及・啓発に係る起案文書（募金）、啓発資料
等

現地機関

2
平成22～

29年
平成22年度～平成29年度　ハンセン
病関係

ハンセン病に係る普及・啓発に係る起案文書（募金）、啓発資料
等

現地機関

3
平成24
～30年

資料館だより 資料館だより 健康福祉部

4 平成26年 ハンセン病問題啓発パンフレット
「ハンセン病問題について考えてみませんか！」のパンフレット
作成に係る書類一式

県民文化部

5 平成28年 平成28年度 ハンセン病対策
ハンセン病に係る普及啓発資料等
福祉増進のための募金事業関係ほか
パンフレット（ハンセン病の向こう側）

現地機関

6 平成28年 骨髄バンク・ハンセン病 ハンセン病に係る普及・啓発に係る啓発資料等 現地機関

7 平成29年
ハンセン病問題啓発パンフレット作
成

「ハンセン病問題について考えてみませんか！」のパンフレット
作成に係る書類一式

県民文化部

8 平成29年 骨髄バンク・ハンセン病 ハンセン病に係る普及・啓発に係る啓発資料等 現地機関

9 平成29年 平成29年度 ハンセン病対策

ハンセン病に係る普及啓発資料等
療養所訪問事業参加者募集事業ほか
パンフレット（ハンセン病の向こう側、ハンセン病問題について
考えてみませんか））

現地機関

10
平成29、

31年
ハンセン病一般 ハンセン病に係る普及・啓発に係る普及啓発リーフレット 現地機関

11
平成29年～

31年
ハンセン病一般 ハンセン病に係る普及・啓発に係る起案文書、啓発資料等 現地機関

12
平成29～
令和２年

ハンセン病問題啓発パンフレット
ハンセン病問題の正しい理解の普及啓発により、偏見・差別の解
消を図る目的の啓発パンフレット

現地機関

13 平成30年 ハンセン病啓発パンフレット
「ハンセン病問題について考えてみませんか！」のパンフレット
作成に係る書類一式

県民文化部

14 平成30年 ハンセン病
ハンセン病に係る普及・啓発に係る文書、啓発資料等（啓発パン
フレット、冊子）
ハンセン病関連募金に係る文章、資料等

現地機関

15 平成30年 ハンセン病一般
ハンセン病に係る普及・啓発に係る普及啓発リーフレット、募金
に係る起案

現地機関

（２）ハンセン病問題の普及・啓発に関する文書（44冊）※一部法律施行前の文書を含む。

（１）法律・通知等に関する文書（５冊）

３　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律【平成21年４月１日施行】に関する文書（97冊）
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【総数136冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：個人の情報なし）

書名
所属年度

（作成年度）
No 文書の内容 保管所属

16 平成30年 平成30年度 ハンセン病対策
ハンセン病に係る普及啓発資料等
パンフレット（ハンセン病の向こう側、ハンセン病問題について
考えてみませんか））

現地機関

17 平成30年 ハンセン病対策
ハンセン病問題啓発パンフレット送付、ハンセン病療養所入所者
福祉増進のための募金の実施通知、ハンセン病を正しく理解する
ための中学生向けパンフレット

現地機関

18 平成30年 骨髄バンク・ハンセン病 ハンセン病に係る普及・啓発に係る啓発資料等 現地機関

19 平成30年
ハンセン病問題啓発パンフレットに
ついて

パンフレット作成の連絡 現地機関

20
平成30～
令和元年

平成30年度～令和元年度　ハンセン
病関係

ハンセン病に係る普及・啓発に係る起案文書（募金）、啓発資料
等

現地機関

21
平成30～
令和２年

ハンセン病
ハンセン病に係る普及・啓発に係る啓発資料。募金依頼、起案文
書等

現地機関

22 平成31年 平成31年度 ハンセン病対策一般

ハンセン病に係る普及啓発資料等
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律施行
について
療養所訪問事業参加者募集事業ほか
パンフレット（ふれあい福祉だより１６号、ハンセン病問題につ
いて考えてみませんか））

現地機関

23 平成31年 骨髄バンク・ハンセン病 ハンセン病に係る普及・啓発に係る啓発資料等 現地機関

24 令和元年 ハンセン病市民学会
長野で実施予定であったハンセン病市民学会の開催に向けた各種
通知や、運営委員会の開催通知等

県民文化部

25 令和元年 ハンセン病問題啓発パンフレット
「ハンセン病問題について考えてみませんか！」のパンフレット
作成に係る書類一式

県民文化部

26 令和元年 ハンセン病啓発
送付された機関誌や、国等からの事務連絡、パンフレット作成に
係る書類一式

県民文化部

27 令和元年 令和元年度 ハンセン病対策 ハンセン病に係る本庁からの通知、啓発資料 現地機関

28 令和元年 ハンセン病

ハンセン病に係る普及・啓発に係る文書、啓発資料等（啓発パン
フレット、冊子）
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給に関する法律等の改
正に関する通知等（施行文書、お知らせリーフレット等）

現地機関

29 令和元年 ハンセン病対策
ハンセン病問題啓発パンフレット送付、ハンセン病療養所訪問交
流事業の実施通知、ハンセン病の関連法律の一部改正通知

現地機関

30 令和２年
「ハンセン病を正しく理解するため
の中学生パンフレット及び指導者向
け教本の活用について」伺い

文部科学省から厚生労働省作成のパンフレット及び教本の活用依
頼があったため、県内私立中等教育学校、中学校、義務教育学校
あてに送付するもの

県民文化部

31 令和２年 ハンセン病一般 ハンセン病に係る普及・啓発に係る起案文書、啓発資料等 現地機関

32 令和２年 ハンセン病対策
ハンセン病に係る普及・啓発リーフレット及び募金の実施に関す
る文書

現地機関

33 令和２年 令和２年度 ハンセン病対策 ハンセン病に係る啓発資料 現地機関

34 令和２年 ハンセン病
ハンセン病に係る普及・啓発に係る文書、啓発資料等（啓発パン
フレット、冊子）

現地機関

35 令和２年 ハンセン病一般 ハンセン病に係る普及・啓発に係る普及啓発リーフレット 現地機関

36 令和２年 平成32年度 ハンセン病対策一般
ハンセン病に係る普及啓発資料等
パンフレット（知ってほしいハンセン病のこと、ふれあい福祉だ
より18・19号、ハンセン病問題について考えてみませんか））

現地機関

37 令和２年 ハンセン病対策
ハンセン病問題啓発パンフレット送付、ハンセン病に関する啓発
リーフレット送付通知

現地機関

38 令和２年 骨髄バンク・ハンセン病 ハンセン病に係る普及・啓発に係る啓発資料等 現地機関

39 令和2年 令和2年度　ハンセン病関係
ハンセン病に係る普及・啓発に係る起案文書（募金）、啓発資料
等

現地機関

40 令和２年
「ハンセン病市民学会宣告交流集会
in 長野」開催に向けたオンライン
セミナーの開催について

オンラインセミナーの周知及び出席依頼 現地機関

8



【総数136冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：個人の情報なし）

書名
所属年度

（作成年度）
No 文書の内容 保管所属

41 令和２年
「ハンセン病市民学会全国交流集会
in長野」開催に向けたオンラインセ
ミナーの開催について

開催通知
オンラインセミナーチラシ　等

現地機関

42 令和２年
ハンセン病療養所訪問交流事業の中
止について（通知）

ハンセン病療養所訪問交流事業の中止について（通知） 現地機関

43 令和３年 ハンセン病一般 ハンセン病に係る普及・啓発に係る起案文書、啓発資料等 現地機関

44 令和３年 骨髄バンク・ハンセン病 ハンセン病に係る普及・啓発に係る啓発資料等 現地機関

1 平成16年 衛生行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

2 平成17年 個人情報取扱事務登録簿 ハンセン病問題啓発事務 総務部

3 平成17年 平成18年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

4 平成17年 衛生行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

5 平成18年 衛生行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

6 平成19年 衛生行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

7 平成20年 衛生行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

8 平成21年 衛生行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

9 平成22年 平成22年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

10 平成22年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

11 平成23年 平成23年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

12 平成23年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

13 平成24年 条例原本
公布（県報登載）した条例の原本
※「県営住宅等に関する条例の一部を改正する条例」にハンセン
病に係る記載あり

総務部

14 平成24年 規則原本
公布（県報登載）した規則の原本
※「県営住宅等に関する規則の一部を改正する規則」にハンセン
病に係る記載あり

総務部

15 平成24年 平成24年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

16 平成24年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

17 平成25年 規則原本
公布（県報登載）した規則の原本
※「医療法施行条例施行規則」にハンセン病に係る記載あり

総務部

18 平成25年 平成25年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

19 平成25年 平成26年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

20 平成25年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

21 平成26年 平成27年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

22 平成26年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

23 平成27年 予算資料 ハンセン病事業に係る予算概要 健康福祉部

24 平成27年 平成28年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

25 平成27年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

（３）予算・統計・行政手続き等に関する文書（48冊）

9



【総数136冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：個人の情報なし）

書名
所属年度

（作成年度）
No 文書の内容 保管所属

26 平成28年
平成28年度特別交付税 特殊財政事
情(2回目）

市町村の人権教育・人権啓発に要する経費に係る特別交付税算定
基礎資料（うち、HIV・ハンセン病等に係るもの）

企画振興部

27 平成28年 予算資料 ハンセン病事業に係る予算概要 健康福祉部

28 平成28年 平成29年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

29 平成28年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

30 平成29年
平成29年度特別交付税 特殊財政事
情(2回目）

市町村の人権教育・人権啓発に要する経費に係る特別交付税算定
基礎資料（うち、HIV・ハンセン病等に係るもの）

企画振興部

31 平成29年 予算資料 ハンセン病事業に係る予算概要 健康福祉部

32 平成29年 平成30年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

33 平成29年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

34 平成30年
平成30年度特別交付税 特殊財政事
情(2回目）

市町村の人権教育・人権啓発に要する経費に係る特別交付税算定
基礎資料（うち、HIV・ハンセン病等に係るもの）

企画振興部

35 平成30年 予算資料 ハンセン病事業に係る予算概要 健康福祉部

36 平成30年 平成31年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

37 平成30年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

38 平成31年 予算資料 ハンセン病事業に係る予算概要 健康福祉部

39 平成31年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

40 令和元年
令和元年度特別交付税 特殊財政事
情(2回目）

市町村の人権教育・人権啓発に要する経費に係る特別交付税算定
基礎資料（うち、HIV・ハンセン病等に係るもの）

企画振興部

41 令和元年 令和２年度予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

42 令和２年
令和２年度特別交付税 特殊財政事
情(2回目）

市町村の人権教育・人権啓発に要する経費に係る特別交付税算定
基礎資料（うち、HIV・ハンセン病等に係るもの）

企画振興部

43 令和２年 予算資料 ハンセン病事業に係る予算概要 健康福祉部

44 令和２年 令和２年度感対課予算見積書 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

45 令和２年 令和３年度当初予算 ハンセン病対策事業に係る予算資料 健康福祉部

46 令和２年 健康福祉行政の概要（令和２年度） ハンセン病対策事業の概要 健康福祉部

47 令和２年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

48 令和３年 健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部

1 平成17年 個人情報取扱事務登録簿 ハンセン病問題検証会議事務 総務部

2 平成17年 個人情報取扱事務登録簿 ハンセン病問題検証会議検証作業事務 総務部

3 平成17年
長野県ハンセン病問題検証会議資料
（委員打合せ資料）

ハンセン病問題検証会議資料（委員用） 県民文化部

4 平成17年 ハンセン ハンセン病問題検証会議資料 健康福祉部

5 平成18年
長野県ハンセン病問題検証会議報告
書関係

ハンセン病検証会議の編集に関するもの 県民文化部

6 平成18年
長野県ハンセン病問題検証報告書
18.6.1

入所者懇談会の記録（個人情報除く）
ハンセン病問題検証会議関連資料

健康福祉部

7 平成18年 ハンセン病問題検証会議報告書 ハンセン病問題検証会議報告書 健康福祉部

４　平成18年公表の「長野県ハンセン病問題検証会議報告書」に関する文書（８冊）
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【総数136冊：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（紙文書：個人の情報なし）

書名
所属年度

（作成年度）
No 文書の内容 保管所属

8 平成18年 検証会議報告書 長野県検証会議報告書 健康福祉部

1 令和３年 質問予想 ハンセン病に係る議会の質問予想資料 健康福祉部

５　議会対応に関する文書（１冊）
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【ファイル数69ファイル：令和３年６月30日時点】

1 平成25年～
◎ハンセン病療養所入所者名簿
（H25修正後）

H25年度以降の療養所入所者の名簿 健康福祉部 個人情報１ファイル

2 平成26年 療養所訪問交流事業 療養所入所者訪問交流事業に係るデータ 県民文化部
124ファイル
うち個人情報２ファイル

3 平成27年 療養所訪問交流事業 療養所入所者訪問交流事業に係るデータ 県民文化部
98ファイル
うち個人情報２ファイル

4 平成28年 療養所訪問交流事業 療養所入所者訪問交流事業に係るデータ 県民文化部
78ファイル
うち個人情報２ファイル

5 平成28年 入所者長寿祝い
療養所入所者の百歳祝賀祝状贈呈の訪問関係書
類

健康福祉部
２ファイル
うち個人情報１ファイル

6
平成28～
令和元年

弔電
療養所入所者で亡くなられた方への弔電に係る
文書

健康福祉部
11ファイル
うち個人情報10ファイル

7
平成28～
令和２年

療養所慰問 療養所慰問事業に係る日程・会計・復命書類等 健康福祉部
73ファイル
うち個人情報26ファイル

8
平成28～
令和２年

里帰り 里帰り事業に係る日程・会計・復命書類等 健康福祉部
30ファイル
うち個人情報19ファイル

9 平成29年 療養所訪問交流事業 療養所入所者訪問交流事業に係るデータ 県民文化部
112ファイル
うち個人情報２ファイル

10 平成30年 療養所訪問交流事業 療養所入所者訪問交流事業に係るデータ 県民文化部
151ファイル
うち個人情報２ファイル

11 令和元年 療養所訪問交流事業 療養所入所者訪問交流事業に係るデータ 県民文化部
77ファイル
うち個人情報２ファイル

ハンセン病に係る公文書保管状況（電子データ：患者、家族等個人の情報あり）

備考No
所属年度

（作成年度）
フォルダ名 文書の内容 保管所属

療養所入所者への慰問・交流事業等に関する文書（69ファイル）※個人の情報なし 688ファイル

１　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律【平成21年４月１日施行】に関する文書（69ファイル）※個人の情報なし 688ファイル

個人情報あり
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【ファイル数82ファイル：令和３年６月30日時点】

1
平成27～
令和３年

りんご,もも,花　贈呈
療養所入所者への果物・花の贈呈に係る送付文
書・注文書等関係書類
療養所担当者とのやり取りの記録　等

健康福祉部
44ファイル
うち個人情報34ファイル

2
平成28～
令和２年

00_引継書
年度別ハンセン病に係る事務引継書
紙媒体書類一覧表　等

健康福祉部
８ファイル
うち個人情報５ファイル

3 令和元年 R1
ハンセン病元患者家族補償法の成立に関する資
料
補償法に関する通知文　等

健康福祉部
16ファイル
うち個人情報１ファイル

4 不明
○ハンセン病療養所入所者支援(連
絡等)※※○－2

ハンセン病療養所入所者支援に係る療養所等の
担当者名簿

健康福祉部 個人情報１ファイル

1 令和２年 R2
県民ホットライン回答
都道府県担当者名簿
リーフレット送付起案文　等

健康福祉部
５ファイル
うち個人情報２ファイル

2 令和２年
「ハンセン病市民学会全国交流集会
in長野」開催について（通知）

開催地実行委員会名簿 現地機関 個人情報１ファイル

3 令和２年
ハンセン病市民学会2019年度委員一
覧(一部案)

ハンセン病市民学会2019年度委員一覧(一部案) 現地機関 個人情報１ファイル

1
令和２
～３年

R２明治時代の「らい病患者調」ﾔﾌｵ
ｸ出品について

患者台帳流出に関する対応経過
知事等へのレク資料
保管文書調査に係る文書　等

県民文化部
249ファイル
うち個人情報35ファイル

2
令和２
～３年

R２明治時代の「らい病患者調」ﾔﾌｵ
ｸ出品について

患者台帳流出に関する対応経過
知事等へのレク資料
保管文書調査に係る文書　等

健康福祉部
34ファイル
うち個人情報２ファイル

ハンセン病に係る公文書保管状況（電子データ：患者、家族等以外の個人の情報あり）

備考No
所属年度

（作成年度）
フォルダ名 文書の内容 保管所属

２　「明治三十二年　癩病患者並血統家系調」に関する文書（37ファイル）※個人の情報なし 246ファイル

１　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律【平成21年４月１日施行】に関する文書（45ファイル）※個人の情報なし31ファイル

（１）療養所入所者への慰問・交流事業等に関する文書（41ファイル）※個人の情報なし 28ファイル

（２）ハンセン病問題の普及・啓発に関する文書（４ファイル）※個人の情報なし ３ファイル

個人情報あり
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【ファイル数1,961ファイル（個人の情報ありフォルダ保存分も含む。）：令和３年６月30日時点】

1
平成19～

28年
ハンセン病 ハンセン病関連募金に係る文章、資料等 現地機関 93ファイル

2 平成20年～ ハンセン病 募金依頼、御礼報告等 現地機関 121ファイル

1 平成28年 H28
ハンセン病元患者等による和解一時金の請求期
限の周知に係る市町村等への協力依頼

健康福祉部 ６ファイル

2 令和元年 ハンセン病対策一般 法改正通知等 現地機関 ５ファイル

3
令和元、

３年
国立ハンセン病療養所等家族生活援
護委託費

国立ハンセン病療養所等家族生活援護委託費に
係る国事務連絡等

健康福祉部 23ファイル

1
平成24年

～
ハンセン病関連 募金依頼、結果報告ファイル等 現地機関 87ファイル

2
平成27～
令和３年

募金
ハンセン病療養所入所者福祉増進のための募金
の依頼文書、募金に係る収入・支出管理書類等

健康福祉部 166ファイル

3 平成28年 ハンセン病対策 募金のための依頼通知等 現地機関 ５ファイル

4
平成29・30

年
ハンセン病対策一般

募金業務（県庁通知～現地依頼文・実績報告
等）

現地機関 19ファイル

5 平成30年 ハンセン病対策 募金のための依頼通知等 現地機関 12ファイル

6 令和2年 療養所訪問交流事業 療養所訪問交流事業に係るデータ 県民文化部 36ファイル

7 令和２年
ハンセン病療養所訪問交流事業の中
止について（通知）

ハンセン病療養所訪問交流事業の中止について
（通知）

現地機関 ２ファイル

8 各事業年度 ハンセン病募金 ハンセン病募金に係る起案文書、施行文書等 現地機関 73ファイル

1 平成26年 ハンセン病問題啓発
「ハンセン病問題について考えてみません
か！」のパンフレット作成に係るデータ

県民文化部 18ファイル

2 平成27年 ハンセン病問題啓発
「ハンセン病問題について考えてみません
か！」のパンフレット作成に係るデータ

県民文化部 20ファイル

3 平成28年 ハンセン病問題啓発
「ハンセン病問題について考えてみません
か！」のパンフレット作成に係るデータ

県民文化部 23ファイル

4
平成28～
令和２年

国照会
国からの事務連絡・照会に係る文書等
（中学生向けパンフレット数調査等）

健康福祉部 56ファイル

5 平成29年 ハンセン病問題啓発
「ハンセン病問題について考えてみません
か！」のパンフレット作成に係るデータ

県民文化部 24ファイル

6 平成30年 H30
中学生向けパンフレット
予算執行状況（実績）表

健康福祉部 ２ファイル

7 平成30年 ハンセン病問題啓発
「ハンセン病問題について考えてみません
か！」のパンフレット作成に係るデータ

県民文化部 35ファイル

8
平成30年、
令和２～３

年
人権尊重社会づくり県民支援事業

「人権尊重社会づくり県民支援事業」の応募事
業に係る意見

健康福祉部 ３ファイル

9 令和元年 ハンセン病問題啓発
「ハンセン病問題について考えてみません
か！」のパンフレット作成に係るデータ

県民文化部 38ファイル

10 令和２年 ハンセン病問題啓発
「ハンセン病問題について考えてみません
か！」のパンフレット作成に係るデータ

県民文化部 ５ファイル

11 令和２年
「ハンセン病市民学会宣告交流集会
in 長野」開催に向けたオンライン
セミナーの開催について

オンラインセミナーの周知及び出席依頼 現地機関 １ファイル

12 令和２年
「ハンセン病市民学会全国交流集会
in長野」開催に向けたオンラインセ
ミナーの開催について

開催通知
オンラインセミナーチラシ　等

現地機関 ８ファイル

ハンセン病に係る公文書保管状況（電子データ：個人の情報なし）

備考No
所属年度

（作成年度）
フォルダ名 文書の内容 保管所属

１　らい予防法の廃止に関する法律【平成８年４月１日施行、平成21年４月１日廃止】に関する文書（214ファイル）

（３）ハンセン病問題の普及・啓発に関する文書（233ファイル）

療養所入所者への支援等に関する文書（214ファイル）※一部ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に関する文書も含む。

２　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律【平成21年４月１日施行】に関する文書（744ファイル）

（２）療養所入所者への支援等に関する文書（400ファイル）

（１）法律・通知等に関する文書（34ファイル）
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【ファイル数1,961ファイル（個人の情報ありフォルダ保存分も含む。）：令和３年６月30日時点】

ハンセン病に係る公文書保管状況（電子データ：個人の情報なし）

備考No
所属年度

（作成年度）
フォルダ名 文書の内容 保管所属

1
平成20～

23年
事務事業評価 ハンセン病対策事務事業評価 現地機関 4ファイル

2
平成26～
令和３年

予算関係
ハンセン病事業に係る予算関係資料
・概要ペーパー、過去の実績
・事業費内訳　等

健康福祉部 29ファイル

3
平成26～
令和３年

政策評価 ハンセン病事業に係る事業改善シート 健康福祉部 ７ファイル

4
平成27～

30年
08_監査関係

監査用事業概要
事業改善シート

健康福祉部 ７ファイル

5
平成27～

31年
ハンセン病対策一般

事業説明シート
・ハンセン病対策事業の概要・経過・成果等

現地機関 ５ファイル

6 平成29年 H29 H29年度作成資料（都道府県別予算） 健康福祉部 １ファイル

7 平成29年～ 予算資料（ハンセン病対策費）
概要ペーパー
過去の実績

健康福祉部 ２ファイル

8
平成29、

31年
09_予算・経理

ハンセン病事業に係る予算関係資料
・概要ペーパー、過去の実績
・事業改善シート

健康福祉部 ７ファイル

9 平成30年
平成31　健康福祉行政の概要
事業個票

健康福祉行政の概要に掲載する事業概要の原稿 健康福祉部 １ファイル

10
平成30～
令和２年

03_照会回答
衛生年報の原稿
（ハンセン病療養所入所者家族の生活援護世帯
及び人員，月別）

健康福祉部 ５ファイル

11
平成30年～
令和３年

健康福祉行政の概要 ハンセン病に係る事業概要 健康福祉部 ８ファイル

12 令和３年 R3 療養所入所者数・平均年齢一覧（R3.5.1現在） 健康福祉部 １ファイル

1
平成26～
令和２年

質問予想 ハンセン病に係る議会の質問予想資料 健康福祉部 25ファイル

2
令和２
～３年

質問予想事項 ハンセン病に係る議会の質問予想資料 健康福祉部 ５ファイル

3 各事業年度 ハンセン病引継書 ハンセン病に係る事務引継書 現地機関 ４ファイル

4 各事業年度 ハンセン病質問予想事項 ハンセン病に係る質問予想事項 現地機関 ４ファイル

（４）予算・統計等に関する文書（77ファイル）

３　議会対応・事務引継に関する文書（38ファイル）
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【総数28冊：令和３年７月30日時点】

1 平成2年 らい病患者家族生活援護費支払 らい病患者生活援護費の支払い 長野県立歴史館

2 平成4年 らい病患者家族生活援護費支払 らい病患者生活援護費の支払い、入所者家族 長野県立歴史館

1 平成4年 らい慰問金募集 慰問金の募金 長野県立歴史館

2 平成5年 らい予防関係 実態調査、施設入所者部屋割等 長野県立歴史館

3 平成6年 ハンセン病一般 礼状、手紙等 長野県立歴史館

4 平成7年 ハンセン病一般 礼状、手紙等 長野県立歴史館

1 平成8年
ハンセン病療養所入所者家族生活援
護費（支払）

入所者家族情報等 長野県立歴史館

2 平成8年 ハンセン病国庫負担金 援護家族訪問旅費 長野県立歴史館

3 平成9年
ハンセン病療養所入所者家族生活援
護費（支払い）

入所者家族情報等 長野県立歴史館

4 平成9年 ハンセン病国庫負担金 援護家族訪問旅費 長野県立歴史館

5 平成14年 ハンセン病国庫負担金 援護家族訪問旅費 長野県立歴史館

6 平成14年
ハンセン病療養所入居者家族生活援
護費

入所者家族の情報あり 長野県立歴史館

7 平成15年 ハンセン病国庫委託金 援護家族訪問旅費 長野県立歴史館

8 平成15年
ハンセン病療養所入所者家族生活援
護費

入所者家族住所 長野県立歴史館

1 平成8年 ハンセン病対策事業（慰問金募集） 礼状、手紙等 長野県立歴史館

2 平成8年 ハンセン病対策事業（里帰り事業） 礼状、懇親会次第、宿泊先旅館名 長野県立歴史館

3 平成8年 ハンセン病一般 りんご送付先、送付状 長野県立歴史館

4 平成9年 ハンセン病対策事業（慰問金募集） 慰問金の募集 長野県立歴史館

5 平成9年 ハンセン病対策事業（里帰り事業） 礼状、懇親会次第、宿泊先旅館名 長野県立歴史館

6 平成9年 ハンセン病一般 礼状、手紙等 長野県立歴史館

7 平成14年 ハンセン病対策事業（里帰り事業） 写真送付、礼状、懇親会内容、宿泊先 長野県立歴史館

8 平成14年 ハンセン病対策事業（慰問金募集） 送り状、口座番号、現地調査日程、懇親会 長野県立歴史館

9 平成14年 ハンセン病対策事業（療養所慰問） 詳細日程、慰問者名簿 長野県立歴史館

10 平成14年 ハンセン病一般 礼状、手紙等 長野県立歴史館

11 平成15年 ハンセン病対策事業（療養所慰問） 詳細日程、慰問者名簿 長野県立歴史館

12 平成15年 ハンセン病対策事業（里帰り事業） 礼状、宿泊先、懇親会次第 長野県立歴史館

13 平成15年 ハンセン病対策事業（慰問金募集） 礼状、手紙、口座番号等 長野県立歴史館

（２）療養所入所者への支援等に関する文書（14冊）

１　らい予防法【昭和28年８月15日施行、平成８年４月１日廃止】に関する文書（６冊）

（１）家族の生活援護等に関する文書（２冊）

２　らい予防法の廃止に関する法律【平成８年４月１日施行、平成21年４月１日廃止】に関する文書（22冊）

（１）家族の生活援護等に関する文書（８冊）

（２）療養所入所者への支援等に関する文書（４冊）

ハンセン病に係る資料保管状況　県立歴史館資料（紙文書：患者、家族等個人の情報あり）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

個人情報あり
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【総数28冊：令和３年７月30日時点】

ハンセン病に係る資料保管状況　県立歴史館資料（紙文書：患者、家族等個人の情報あり）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

個人情報あり

14 平成15年 ハンセン病一般 礼状、手紙など 長野県立歴史館
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【総数79冊：令和３年７月30日時点】

1 平成5年 ハンセン病を正しく理解する週間 パンフレット、概況 長野県立歴史館

2
ハンセン病について考えてみません
か！～正しく理解し、偏見・差別を
なくすために

パンフレット 長野県立歴史館

1 平成18年
長野県ハンセン病問題検証会議報告
書　平成18年3月

長野県ハンセン病問題検証会議による報告書 長野県立歴史館

1
癩学会に於ける発表論文　第1回第2
回

昭和3年、4年開催の同学会発表論文の編集刊行物 県立長野図書館

2 [小鹿島更生園]年報　昭和13年
朝鮮総督府下のハンセン病療養所の年報。施設概要、年度主
要事項、患者状況等

県立長野図書館

3 [小鹿島更生園]年報　昭和14年 朝鮮総督府下のハンセン病療養所の年報 県立長野図書館

4 [星塚敬愛園]年報　昭和13年 鹿児島県のハンセン病療養所の年報 県立長野図書館

5 [栗生楽泉園]年報　昭和13年 群馬県のハンセン病療養所の年報 県立長野図書館

6
『聯合道府県立癩療養所状況』（昭
和5年）

昭和3年、4年の道府県立療養所の統計諸表を編纂したもの 県立長野図書館

7 『予防年鑑　昭和25年』
「らい」の章あり。概況、検査・慰問・知識普及の実施状況
の記述

県立長野図書館

8 『予防年鑑　昭和26年』
「らい」の章あり。概況、検査・慰問・知識普及の実施状況
の記述

県立長野図書館

9 『予防年鑑　昭和27年』
「らい」の章あり。概況、検査・慰問・知識普及の実施状況
の記述

県立長野図書館

10 『長野県衛生年報　昭和28年』
『予防年鑑』の後継。「らい」の統計表（検診状況、月別患
者収容数、慰問品送付状況）あり。

県立長野図書館

11 『長野県衛生年報　昭和29年』 県立長野図書館

12 『長野県衛生年報　昭和30年』 県立長野図書館

13 『長野県衛生年報　昭和31年』 県立長野図書館

14 『長野県衛生年報　昭和32年』 県立長野図書館

15 『長野県衛生年報　昭和33年』 県立長野図書館

16 『長野県衛生年報　昭和34年』 県立長野図書館

17 『長野県衛生年報　昭和35年』 県立長野図書館

18 『長野県衛生年報　昭和36年』 県立長野図書館

19 『長野県衛生年報　昭和37年』 県立長野図書館

20 『長野県衛生年報　昭和38年』 県立長野図書館

21 『長野県衛生年報　昭和39年』 県立長野図書館

22 『長野県衛生年報　昭和40年』 県立長野図書館

23 『長野県衛生年報　昭和41年』 県立長野図書館

24 『長野県衛生年報　昭和42年』 県立長野図書館

25 『長野県衛生年報　昭和43年』 県立長野図書館

１　らい予防法の廃止に関する法律【平成８年４月１日施行、平成21年４月１日廃止】に関する文書（２冊）

ハンセン病問題の普及・啓発等に関する文書（２冊）

２　平成18年公表の「長野県ハンセン病問題検証会議報告書」に関する文書（１冊）

３　統計等に関する文書（76冊）

ハンセン病に係る資料保管状況　県立歴史館・県立図書館（紙文書：個人の情報なし）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属
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【総数79冊：令和３年７月30日時点】

ハンセン病に係る資料保管状況　県立歴史館・県立図書館（紙文書：個人の情報なし）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

26 『長野県衛生年報　昭和44年』 県立長野図書館

27 『長野県衛生年報　昭和45年』 県立長野図書館

28 『長野県衛生年報　昭和46年』 県立長野図書館

29 『長野県衛生年報　昭和47年』 県立長野図書館

30 『長野県衛生年報　昭和48年』 県立長野図書館

31 『長野県衛生年報　昭和49年』 県立長野図書館

32 『長野県衛生年報　昭和50年』 県立長野図書館

33 『長野県衛生年報　昭和51年』 県立長野図書館

34 『長野県衛生年報　昭和52年』 県立長野図書館

35 『長野県衛生年報　昭和53年』 県立長野図書館

36 『長野県衛生年報　昭和54年』 県立長野図書館

37 『長野県衛生年報　昭和55年』 県立長野図書館

38 『長野県衛生年報　昭和56年』 県立長野図書館

39 『長野県衛生年報　昭和57年』 県立長野図書館

40 『長野県衛生年報　昭和58年』 県立長野図書館

41 『長野県衛生年報　昭和59年』 県立長野図書館

42 『長野県衛生年報　昭和60年』 県立長野図書館

43 『長野県衛生年報　昭和61年』 県立長野図書館

44 『長野県衛生年報　昭和62年』 県立長野図書館

45 『長野県衛生年報　昭和63年』 県立長野図書館

46 『長野県衛生年報　平成元年』 県立長野図書館

47 『長野県衛生年報　平成2年』 県立長野図書館

48 『長野県衛生年報　平成3年』 県立長野図書館

49 『長野県衛生年報　平成4年』 県立長野図書館

50 『長野県衛生年報　平成5年』 県立長野図書館

51 『長野県衛生年報　平成6年』 県立長野図書館

52 『長野県衛生年報　平成7年』 県立長野図書館

53 『長野県衛生年報　平成8年』 県立長野図書館

54 『長野県衛生年報　平成9年』 県立長野図書館

55 『長野県衛生年報　平成10年』 県立長野図書館

56 『長野県衛生年報　平成11年』 県立長野図書館

57 『長野県衛生年報　平成12年』 県立長野図書館
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【総数79冊：令和３年７月30日時点】

ハンセン病に係る資料保管状況　県立歴史館・県立図書館（紙文書：個人の情報なし）

No
所属年度

（作成年度）
書名 文書の内容 保管所属

58 『長野県衛生年報　平成13年』 県立長野図書館

59 『長野県衛生年報　平成14年』 県立長野図書館

60 『長野県衛生年報　平成15年』 県立長野図書館

61 『長野県衛生年報　平成16年』 県立長野図書館

62 『長野県衛生年報　平成17年』 県立長野図書館

63 『長野県衛生年報　平成18年』 県立長野図書館

64 『長野県衛生年報　平成19年』 県立長野図書館

65 『長野県衛生年報　平成20年』 県立長野図書館

66 『長野県衛生年報　平成21年』 県立長野図書館

67 『長野県衛生年報　平成22年』 県立長野図書館

68 『長野県衛生年報　平成23年』 県立長野図書館

69 『長野県衛生年報　平成24年』 県立長野図書館

70 『長野県衛生年報　平成25年』 県立長野図書館

71 『長野県衛生年報　平成26年』 県立長野図書館

72 『長野県衛生年報　平成27年』 県立長野図書館

73 『長野県衛生年報　平成28年』 県立長野図書館

74 『長野県衛生年報　平成29年』 県立長野図書館

75 『長野県衛生年報　平成30年』 県立長野図書館

76
ジョインデューク現行長野県法規
第３綴

長野県の法規集。「癩予防法施行規則」含む関係法規３点掲
載あり。

県立長野図書館
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