
⑰障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務

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 恵庭市 市長
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/14189
66624506/index.html

岩手県 北上市 市長
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki
/todokede_shomei/mynumberseido/10130.html

宮城県 気仙沼市 市長
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s196/2018082814
2414.html

秋田県 にかほ市 市長
http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html
?id=2036

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

福島県 喜多方市 市長
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/jyouhou/
10014.html

福島県 相馬市 市長
https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/johosei
sakuka/4835.html

福島県 伊達市 市長
https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/soshiki/3/21279.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 足利市 市長 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/dokujiriyou.html

栃木県 栃木市 市長 https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/8/2.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 所沢市 市長
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/syogaifuku
shi/syogfu20160726180243240.html

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

埼玉県 滑川町 町長
https://www.town.namegawa.saitama.jp/kurashi_tetsuzuk
i/koseki_juminhyo_inkantoroku/mynumber_denshishinsei_j
ukinet/1502.html

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

千葉県 船橋市 市長
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/006/000
1/p047846.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 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 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

千葉県 鋸南町 町長
http://www.town.kyonan.chiba.jp/kyonan/categories/cat
egories14260/

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



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

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

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

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

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

東京都 西東京市 市長
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keik
aku/my_numbre/630814nishitokyocity.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 秦野市 市長
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/149
1306125125/index.html

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

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

新潟県 上越市 市長
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/soumukanri/m
ynumber-bangoseido.html

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

岐阜県 可児市 市長 http://www.city.kani.lg.jp/12320.htm

京都府 宇治市 市長 http://www.city.uji.kyoto.jp/0000018154.html

京都府 宮津市 市長
http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=
3231

京都府 城陽市 市長 http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001951.html

京都府 長岡京市 市長 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006725.html

京都府 八幡市 市長 http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000002545.html

京都府 京田辺市 市長 http://www.kyotanabe.jp/0000010968.html

大阪府 堺市 市長
http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifuk
ushi/oshirase/1.html

大阪府 羽曳野市 市長
https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/shichou/seisakuki
kaku/jouhouseisaku/mynumber/6368.html

兵庫県 神戸市 市長
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovatio
n/mynumber/dokujiriyou.html

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

兵庫県 尼崎市 市長
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/mynumber
/1001926/1003542.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 加古川市 市長
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikaku
bu/jouhouseisakuka/mynumber/1481797423726.html



兵庫県 宝塚市 市長
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kurashi/1012210/1
020687.html

兵庫県 加西市 市長
http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/56main/56main02.
htm

兵庫県 加東市 市長
http://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/shiminkyoud
oubu/shiminka/number/1454058642007.html

兵庫県 稲美町 町長
http://www.town.hyogo-
inami.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=3118

奈良県 平群町 町長
http://www.town.heguri.nara.jp/web/profile/chosei/chos
ei03.html

奈良県 高取町 町長
http://www.town.takatori.nara.jp/contents_detail.php?co=
kak&frmId=543

奈良県 王寺町 町長
http://www.town.oji.nara.jp/kakusyutesuduki/mynumber/
1530.html

広島県 広島市 市長
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/14701202
59769/index.html

広島県 府中町 町長
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/jouhoukanrika
/6402.html

高知県 土佐清水市 市長
https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/s
oumu/7440.html

福岡県 直方市 市長 http://www.city.nogata.fukuoka.jp

福岡県 豊前市 市長
http://www.city.buzen.lg.jp/mainanba/dokujiriyoutodoked
esyo.html

福岡県 糸島市 市長
http://www.city.itoshima.lg.jp/s005/020/020/020/010/ii
nkai-todokede.html

福岡県 苅田町 町長 http://www.town.kanda.lg.jp/_1021/_4073/_4938.html

長崎県 長崎市 市長
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/193010/193012/p0
25919.html

長崎県 長与町 町長
http://webtown.nagayo.jp/gyoseijoho/jouhou/mynumber.
html

熊本県 天草市 市長
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/inde
x.html

大分県 杵築市 市長
https://www.city.kitsuki.lg.jp/kurashi/my_number/1/241
9.html

鹿児島県 錦江町 町長 http://www.town.kinko.lg.jp/soshiki/1/2849.html
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