
⑯心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務

都道府県 届出団体名 執行機関の別 届出書を公開しているwebページアドレス

北海道 登別市 市長 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017041400025/

北海道 士幌町 町長 http://www.shihoro.jp/mynumberjouhourenkei/

北海道 別海町 町長
https://betsukai.jp/kurashi/tetsuzuki/mynumber/dokujir
iyou/

福島県 郡山市 市長
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshikinogoannai/seisak
ukaihatsubu/socialmediasuishinka/gomu/2/1/2277.html

福島県 いわき市 市長
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/147253810301
4/index.html

福島県 須賀川市 市長 http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/10612.htm

茨城県 那珂市 市長 http://www.city.naka.lg.jp/page/page003039.html

栃木県 宇都宮市 市長
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/jumin/myn
umber/gaiyo/1013816.html

栃木県 栃木市 市長 https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/8/2.html

群馬県 群馬県 知事 https://www.pref.gunma.jp/07/b27g_00001.html

群馬県 高崎市 市長
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2018113000044
/

埼玉県 さいたま市 市長
https://www.city.saitama.jp/006/007/002/020/p048555.
html

埼玉県 川越市 市長
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/mynumber/m
ynumber_start.html

埼玉県 川口市 市長
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01030/030/5/2
977.html

埼玉県 所沢市 市長
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/syogaifuku
shi/syogfu20160726180243240.html

埼玉県 飯能市 市長 https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/31

埼玉県 加須市 市長
https://www.city.kazo.lg.jp/kurashi/mynumber/10538.ht
ml

埼玉県 東松山市 市長
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/somubu/
somu/menu/1435543176044.html

埼玉県 春日部市 市長
https://www.city.kasukabe.lg.jp/shisei/k-shisaku/my-
number/johorenkei.html

埼玉県 狭山市 市長
https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/johokokai/14
100020201002.html

埼玉県 羽生市 市長 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2016060200029/

埼玉県 鴻巣市 市長
http://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/2/8/1/1551
772780740.html

埼玉県 上尾市 市長 https://www.city.ageo.lg.jp/page/00222017032801.html

埼玉県 草加市 市長
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1212/030/PAGE
000000000000051888.html

埼玉県 越谷市 市長
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kur
ashi/mynumber/seido/20170410114347837.html

埼玉県 蕨市 市長
https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/1004853/my
number/1003233.html

埼玉県 戸田市 市長
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/152/kikaku-
shakaihoshou-zeibanngoseido3.html

埼玉県 入間市 市長
http://www.city.iruma.saitama.jp/kurashi/todokede/tets
uduki/1010006/1010016.html

埼玉県 朝霞市 市長 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/2/dokujiriyou.html



埼玉県 和光市 市長
http://www.city.wako.lg.jp/home/shisei/_13209/_14785/_
15719.html

埼玉県 新座市 市長
https://www.city.niiza.lg.jp/site/mynumber/dokujijimu.ht
ml

埼玉県 桶川市 市長
https://www.city.okegawa.lg.jp/shisei/shiyakushoshokuin
/joho/6857.html

埼玉県 久喜市 市長
http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/seisaku_keikaku/mynum
ber/dokuzi.html

埼玉県 富士見市 市長
https://www.city.fujimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/myn
umber/mynamber_seido/mainanba201410.html#cmsdoku

埼玉県 三郷市 市長 http://www.city.misato.lg.jp/8402.htm

埼玉県 蓮田市 市長
http://www.city.hasuda.saitama.jp/densan/shise/mynum
ber/renkei.html

埼玉県 坂戸市 市長 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/7/977.html

埼玉県 幸手市 市長
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/life_cityadmin/munici
pal_administration/7/4/5293.html

埼玉県 鶴ヶ島市 市長
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004393.htm
l

埼玉県 日高市 市長
https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/51/54/6267.
html

埼玉県 吉川市 市長
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,672
36,218,html

埼玉県 ふじみ野市 市長
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/joho_t
okeika/johoseisakukakari/2297.html

埼玉県 白岡市 市長 http://www.city.shiraoka.lg.jp/11209.htm

埼玉県 三芳町 町長
https://www.town.saitama-
miyoshi.lg.jp/town/yakuba/2017-0404-1651-13.html

埼玉県 毛呂山町 町長
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1
492044166754/index.html

埼玉県 越生町 町長
http://www.town.ogose.saitama.jp/chousei/keikaku/myn
umber/mynumber.html

埼玉県 小川町 町長 http://www.town.ogawa.saitama.jp/0000000880.html

埼玉県 宮代町 町長 http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000005538.html

埼玉県 杉戸町 町長 https://www.town.sugito.lg.jp/cms/page13435.html

千葉県 千葉市 市長
https://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/dokujiriyo
ujimu.html

千葉県 館山市 市長
http://www.city.tateyama.chiba.jp/jouhou/page100138.ht
ml

千葉県 松戸市 市長
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-
kousou/mynumber/dokujiriyoujimu.html

千葉県 成田市 市長
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page306300.htm
l

千葉県 市原市 市長
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/0101tetuduki/
mynamber2/numbaer_seido/dokujiriyou.html

千葉県 流山市 市長
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1003833/1003
834.html

千葉県 鎌ケ谷市 市長
http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesak
u-jyouhou/tokuteikojin/dokujiriyoujimu-ic.html

千葉県 四街道市 市長
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/bangoseido/
mynumberseido/dokujiriyoujimu.html

千葉県 袖ケ浦市 市長
http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/somu/mynumber
.html

千葉県 一宮町 町長 https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/kurashi/3/3.html

東京都 東京都 知事
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/ict/mynumb
er.html



東京都 千代田区 区長
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/shisaku/johos
esaku/my-number/dokujiriyojimu.html

東京都 中央区 区長
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/mynumber/dokujiriyoji
mu.html

東京都 港区 区長
http://www.city.minato.tokyo.jp/jouhoseisaku/jouhorenk
eitodokede.html

東京都 新宿区 区長
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/kikaku01_002194.htm
l

東京都 文京区 区長
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/my-
number/dokujiriyoujimu.html

東京都 文京区 区長
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/my-
number.html

東京都 台東区 区長
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/zeibangouseido
/dokujiriyoujimu.html

東京都 墨田区 区長
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/mynumber/mynun
mber_20161228.html

東京都 江東区 区長 https://www.city.koto.lg.jp/012111/dokuziriyou.html

東京都 品川区 区長
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000029600/
hpg000029557.htm

東京都 目黒区 区長
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/tetsuduki/my-
number/mynumber_dokuziriyou.html

東京都 大田区 区長
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/torik
umi/service/dokujiriyoujimu.html

東京都 世田谷区 区長
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kurashi/002/001
/d00149166.html

東京都 渋谷区 区長
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/mynumber/m
ynumber_todokedesho.html

東京都 中野区 区長
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/212500/d023925.html

東京都 杉並区 区長
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/annai/mynumbe
r/1032179.html

東京都 豊島区 区長
http://www.city.toshima.lg.jp/002/tetsuzuki/mynumber/
1704100903.html

東京都 北区 区長 https://www.city.kita.tokyo.jp/mynumber/tech/link.html

東京都 荒川区 区長
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/mynumber/d
okujiriyoujimu/index.html

東京都 板橋区 区長
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/082/082924.
html

東京都 練馬区 区長
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/gai
yo/joreijimu.html

東京都 足立区 区長
http://www.city.adachi.tokyo.jp/sesaku/dokujiriyoujimu.h
tml

東京都 葛飾区 区長
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/10034
09/1014476.html

東京都 江戸川区 区長
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e038/kurashi/todoke
/mynumbersedo/todokedesho.html

東京都 八王子市 市長
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/007/006/p0
21372.html

東京都 立川市 市長
https://www.city.tachikawa.lg.jp/johosuishin/kurashi/jum
intoroku/mynumber/dokujiriyoujimu.html

東京都 武蔵野市 市長
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keika
ku/soumubu/1016106.html

東京都 三鷹市 市長
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index05003
006.html

東京都 青梅市 市長 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/7/1494.html

東京都 府中市 市長
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/
gyosei/mynumber/dokujiriyoujimu.html

東京都 昭島市 市長
http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20161
226132125.html



東京都 調布市 市長
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/14907657
32327/index.html

東京都 町田市 市長
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koukai/mynumb
er/dokujiriyou.html

東京都 小金井市 市長
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/410/shakaihoshou
/maina_dokuji.html

東京都 小平市 市長
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/054/054853.ht
ml

東京都 日野市 市長
http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/mynumber/riyou/1004
791.html

東京都 東村山市 市長
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikak
u/mynumber/index.html

東京都 国分寺市 市長
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/torikumi/1012
058/1015909.html

東京都 国立市 市長
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept02/Div0
3/Sec02/gyomu/0201/0202/1491817671815.html

東京都 福生市 市長
http://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/others/mynum
ber/1006021.html

東京都 狛江市 市長
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,86394,378,
html

東京都 東大和市 市長
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,75611,3
75,740,html

東京都 清瀬市 市長
http://www.city.kiyose.lg.jp/s016/020/030/20170321163
707.html

東京都 東久留米市 市長
http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/joho/1005146
/1009240.html

東京都 武蔵村山市 市長
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/torikumi/
mynumber/1006436.html

東京都 多摩市 市長 http://www.city.tama.lg.jp/0000002339.html

東京都 稲城市 市長
http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/gyosei/jyouhoukouk
aihogo/OrdinatedAffairs.html

東京都 羽村市 市長 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009781.html

東京都 あきる野市 市長 http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007812.html

東京都 西東京市 市長
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keik
aku/my_numbre/630814nishitokyocity.html

東京都 瑞穂町 町長
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/001/006/p000
683.html

東京都 日の出町 町長 http://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000635.html

東京都 檜原村 村長
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/category/1-15-1-0-
0.html

東京都 奥多摩町 町長
http://www.town.okutama.tokyo.jp/kurashi/mynumber/d
okujiriyoujimu.html

東京都 利島村 村長 http://www.toshimamura.org/news/1107

神奈川県 横浜市 市長
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-
kansa/shigoto/gyosei-

神奈川県 川崎市 市長
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-8-9-7-
0-0-0-0-0-0.html

神奈川県 川崎市 市長
https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-8-9-
7-0-0-0-0-0-0.html

神奈川県 相模原市 市長
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seido/1
004423.html

神奈川県 横須賀市 市長
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1210/mynumber
/index4.html

神奈川県 平塚市 市長
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/i/number/page-
c_01492.html

神奈川県 鎌倉市 市長
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gyousei/29mynu
mber_dokujiriyou1.html



神奈川県 藤沢市 市長
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/dxs/information/
mynumber_original.html

神奈川県 小田原市 市長
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/myn
umber/p20859.html

神奈川県 茅ヶ崎市 市長
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/1010719/1010720
.html

神奈川県 逗子市 市長
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jouhou/myn
umber-dokuji.html

神奈川県 三浦市 市長
http://www.city.miura.kanagawa.jp/seisaku/mynumber/d
okujiriyoujimu.html

神奈川県 秦野市 市長
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/149
1306125125/index.html

神奈川県 厚木市 市長
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/totokeze
i/todokede/bangoseido/d035985.html

神奈川県 大和市 市長
http://www.city.yamato.lg.jp/web/jyoho/mynumberdokuji
riyou.html

神奈川県 伊勢原市 市長
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/20170324000
27/

神奈川県 海老名市 市長
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/todokede/myn
umber/1002833.html

神奈川県 座間市 市長
https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1464
235579776/index.html

神奈川県 南足柄市 市長
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/seisa
ku/syakai_zeibangou/p03606.html

神奈川県 綾瀬市 市長
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000030400/h
pg000030367.htm

神奈川県 葉山町 町長
https://www.town.hayama.lg.jp/soshiki/soumu/2/1_1_1/
7862.html

神奈川県 寒川町 町長
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/somu/s
omu/gyoseisomu/info/myno_todokedesyo.html

神奈川県 大磯町 町長
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/seisaku/seisa
ku/tantou/kaikaku/mynumber_seido/1422597546106.htm

神奈川県 二宮町 町長
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/seisakus
omu/kikakuseisaku/kikakuchosei/c04/t02/14417609489

神奈川県 大井町 町長 作業中

神奈川県 松田町 町長
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/3/tokuteikoji
n.html

神奈川県 山北町 町長 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000003341.html

神奈川県 開成町 町長 https://www.town.kaisei.kanagawa.jp/info/755

神奈川県 箱根町 町長
http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,0,64,
233,html

神奈川県 真鶴町 町長 作業中

神奈川県 湯河原町 町長
http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/chousei/mynum
ber/p03144.html

神奈川県 愛川町 町長
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/mynumber
/1451018685061.html

新潟県 新潟市 市長
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/sonota/ban
goseido/number-riyou.html

富山県 富山市 市長
http://www.city.toyama.toyama.jp/kikakukanribu/johotok
eika/dokujiriyo_1.html

富山県 南砺市 市長
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=17764

富山県 射水市 市長
http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?
servno=17852

福井県 敦賀市 市長
https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_divi
sion/soumu_bu/soumu_ka/mynumber-dokujijimu.html

福井県 越前市 市長
https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/021/mynumbe
r/todokede.html



長野県 松本市 市長
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/my_number
/dokujiriyou.html

長野県 塩尻市 市長
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/mynumber/dokuji.ht
ml

岐阜県 垂井町 町長 http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2016092700030/

愛知県 豊橋市 市長 http://www.city.toyohashi.lg.jp/33107.htm

愛知県 岡崎市 市長
http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1553/208000/p01769
3.html

愛知県 瀬戸市 市長 http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2016092700016/

愛知県 半田市 市長
http://www.city.handa.lg.jp/kurashi/my-
number/index.html

愛知県 豊川市 市長
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/johoka
suishi/torikumi/mynumber.html

愛知県 津島市 市長
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/syakaihosyouzeis
eido/bangouseido4.html

愛知県 碧南市 市長
http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/soumu/keiei/seisak
usuisin/mynunber/4437.html

愛知県 豊田市 市長
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/servic
e/1002831.html

愛知県 安城市 市長
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/todokede/mynumbe
r/dokuziriyozimu.html

愛知県 西尾市 市長
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,36799,63,670,
html

愛知県 小牧市 市長
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shisei/shisei/den
shishinsei/1/1/21093.html

愛知県 知立市 市長
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/kokai/1491383610
879.html

愛知県 尾張旭市 市長
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/mynumber/dokuji
riyou.html

愛知県 高浜市 市長
http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/ict/shigoto/myn
umber/dokujiriyou/index.html

愛知県 田原市 市長
http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/shakaihokyou/10
04931.html

愛知県 清須市 市長
http://www.city.kiyosu.aichi.jp/shisei_joho/shakaihosho_z
eibango/dokujiriyoutodokedejikou.html

愛知県 みよし市 市長
http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/kikaku/mynumber/top_mynumber.html

愛知県 長久手市 市長
http://www.city.nagakute.lg.jp/jyouhou/mynumber/dokuz
iriyouzimu.html

愛知県 幸田町 町長 http://www.town.kota.lg.jp/index.cfm/15,39937,319,html

兵庫県 姫路市 市長 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000005771.html

兵庫県 伊丹市 市長
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/mynu
mber/johorenkei/1474347299489.html

兵庫県 福崎町 町長 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000002392.html

奈良県 生駒市 市長 https://www.city.ikoma.lg.jp/

奈良県 宇陀市 市長
https://www.city.uda.nara.jp/kikaku/number/dokuji-
riyou.html

奈良県 安堵町 町長
http://www.town.ando.nara.jp/contents_detail.php?co=ka
k&frmId=1562

奈良県 川西町 町長
https://www.town.nara-
kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=3511

奈良県 広陵町 町長
http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?frmId
=2281

奈良県 野迫川村 村長
https://www.vill.nosegawa.nara.jp/top/lifeevent/birth/34
2.html



和歌山県 和歌山市 市長
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/koseki_j
yuminhyo/1001082/1015823.html

和歌山県 田辺市 市長
http://www.city.tanabe.lg.jp/jyouhou/dokuziriyouzimu.ht
ml

和歌山県 日高町 町長
http://www.town.wakayama-
hidaka.lg.jp/docs/2015051900016/

山口県 防府市 市長
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/7/mynumber-
dokujiriyou.html

香川県 東かがわ市 市長 http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i9087/index.shtml

福岡県 春日市 市長
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/life/sonota/mynumbe
r.html

福岡県 太宰府市 市長
http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki/somu/204/3
78/mynumber/7686.html

福岡県 那珂川市 市長
http://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/4/my-
number.html

福岡県 岡垣町 町長
http://www.town.okagaki.lg.jp/s003/060/060/080/20170
413194933.html

福岡県 遠賀町 町長
http://www.town.onga.lg.jp/kurashi/mynumber/mynumbe
r01.html

熊本県 多良木町 町長
http://www.town.taragi.lg.jp/gyousei/soshiki/soumu/new
s/syakaihosyouzeibangouseido/1025.html

大分県 大分市 市長
http://www.city.oita.oita.jp/o010/kurashi/jumintetsuzuki
/1475461490738.html

大分県 別府市 市長
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/todokede_syoume
i/bangouseido/dokujiriyoujimu.html

大分県 中津市 市長 http://www.city-nakatsu.jp/doc/2015110600062/

鹿児島県 奄美市 市長 http://www.city.amami.lg.jp/kikaku/20170317.html


