
⑳高齢者の医療費助成に関する事務又はこれらに類するその他の事務

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 北斗市 市長 http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2593.html

北海道 黒松内町 町長
http://www.kuromatsunai.com/town/townlife/other/file0
07.html

北海道 鶴居村 村長 http://www.vill.tsurui.lg.jp/kurashi/mynumber/index.html

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

岩手県 矢巾町 町長 http://www.town.yahaba.iwate.jp/docs/2016020800481/

宮城県 大崎市 市長
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/19,19778,152,h
tml

秋田県 大館市 市長
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/densan/68-
7545.html

秋田県 男鹿市 市長 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/13,11373,147,html

秋田県 湯沢市 市長 http://www.city-yuzawa.jp/special/1146.html

秋田県 鹿角市 市長
https://www.city.kazuno.akita.jp/kurashi_tetuzuki/todoke
de_shomei/1/4502.html

秋田県 由利本荘市 市長
https://www.city.yurihonjo.lg.jp/kurashi/register/c1093/
5725

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

秋田県 小坂町 町長
https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/somuk
a/somukanzaihan/3/1966.html

秋田県 三種町 町長
http://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.ht
ml?category_id=124&article_id=5500

秋田県 八峰町 町長 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2017041300011/

山形県 酒田市 市長
http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/mynocard/dokujiriyo
u.html

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

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

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

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

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

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

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

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

新潟県 長岡市 市長
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate01/dokuji
-jimu.html

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

新潟県 刈羽村 村長
http://www.vill.kariwa.niigata.jp/www/info/detail.jsp?id=5
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富山県 富山市 市長
http://www.city.toyama.toyama.jp/kikakukanribu/johotok
eika/dokujiriyo_1.html

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

長野県 上田市 市長
http://www.city.ueda.nagano.jp/somu/shise/seido/mynu
mber.html

長野県 南箕輪村 村長
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/chiiki/securi
ty.html

長野県 高森町 町長
http://www.town.nagano-
takamori.lg.jp/kurashi/1/2534.html

長野県 松川村 村長
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/gyousei-
joho/archives/003634.php

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 春日井市 市長
https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/gyousei/mynumber
/1008417.html

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

愛知県 刈谷市 市長
http://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/todokede/mynumber
seido/jimukonkyo.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 蒲郡市 市長
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gyosei/renkei-
dokuji.html

愛知県 犬山市 市長
http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/koseki/1000643
/1000644.html

愛知県 常滑市 市長
http://www.city.tokoname.aichi.jp/shisei/jyohokokai/100
2380.html

愛知県 江南市 市長
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/todoke/1001711/1
001734/1004447.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 大府市 市長
https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/todokede/mynumb
er/1001610.html

愛知県 知多市 市長 http://www.city.chita.lg.jp/docs/2016091300026/

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 岩倉市 市長 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003263.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 長久手市 市長
http://www.city.nagakute.lg.jp/jyouhou/mynumber/dokuz
iriyouzimu.html

愛知県 阿久比町 町長
http://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?frmId=376
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愛知県 南知多町 町長
http://www.town.minamichita.lg.jp/main/kikaku/mynumb
er007.html



愛知県 美浜町 町長
http://www.town.aichi-
mihama.lg.jp/docs/2017040600013/

愛知県 武豊町 町長
http://www.town.taketoyo.lg.jp/contents_detail.php?co=s
er&frmId=905

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

滋賀県 大津市 市長
http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/myn/1424825068588.
html

滋賀県 彦根市 市長 http://www.city.hikone.shiga.jp/0000010327.html

滋賀県 長浜市 市長 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001491.html

滋賀県 近江八幡市 市長
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.ph
p?co=&frmId=13397

滋賀県 草津市 市長
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/mynumber/dok
uziriyou_todokede.html

滋賀県 守山市 市長 https://www.city.moriyama.lg.jp/somu1/20170411.html

滋賀県 栗東市 市長
http://www.city.ritto.lg.jp/kurashi/syakaihosyouzeibango
useido/5542.html

滋賀県 甲賀市 市長 http://www.city.koka.lg.jp/10871.htm

滋賀県 野洲市 市長
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/soumu/mynumber/14
50766358797.html

滋賀県 湖南市 市長 http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.php?ZID=23177

滋賀県 高島市 市長
http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1492064
773221/index.html

滋賀県 東近江市 市長 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007051.html

滋賀県 米原市 市長
http://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/joho/1442.
html

滋賀県 日野町 町長
http://www.town.shiga-
hino.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=4256&frmCd
=22-1-0-0-0

滋賀県 竜王町 町長
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/live/todoke/live-
todoke-doujiriyou.html

滋賀県 愛荘町 町長
http://www.town.aisho.shiga.jp/main/whats_new/06_info
/mynumderdokuziriyou.html

滋賀県 豊郷町 町長
http://www.town.toyosato.shiga.jp/contents_detail.php?c
o=ser&frmId=1339

滋賀県 多賀町 町長
http://www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&f
rmId=781

京都府 京都市 市長
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000216525.ht
ml

京都府 綾部市 市長
https://www.city.ayabe.lg.jp/gyoseidigital/kurashi/mynu
mber/dokujiriyo.html

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

京都府 京丹後市 市長
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/mayoroffice
/seisakukikaku/3/15959.html

京都府 久御山町 町長
http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_detail.php?co=
kak&frmId=2447

京都府 宇治田原町 町長 http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000001474.html

大阪府 岸和田市 市長
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/7/my-
number.html

大阪府 池田市 市長
http://www.city.ikeda.osaka.jp/tokki/1426823382871.htm
l

大阪府 貝塚市 市長
http://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseisaku/seisak
u/topics/mynamber.html



大阪府 守口市 市長
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kakukanoann
ai/kikakuzaiseibu/kikakuka/mynumber/1458009156484.h
tml

大阪府 茨木市 市長
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/koseki_touroku
/mynumber/mynumberseido/40897.html

大阪府 柏原市 市長
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/201703210005
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大阪府 門真市 市長
https://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/my_number/my
_number_kouhyo.html

大阪府 高石市 市長
http://www.city.takaishi.lg.jp/kakuka/soumu/soumu_ka/j
youhou/mynamba/1492145382122.html

大阪府 交野市 市長 http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2015082700012/

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

兵庫県 明石市 市長
http://www.city.akashi.lg.jp/soumu/so_soumu_ka/mynum
ber/hyoukasho.html

兵庫県 西宮市 市長
https://www.nishi.or.jp/kurashi/shakaihosho/mynumberr
iyo/dokujiriyo.html

兵庫県 芦屋市 市長
http://www.city.ashiya.lg.jp/jouhou/mynumberdokujiriyou
.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 西脇市 市長
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/mynumber/14162
05721279.html

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

兵庫県 三木市 市長 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/5/2160.html

兵庫県 高砂市 市長
http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/19,0,203,979,ht
ml

兵庫県 小野市 市長 https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/18/1/14/e673/

兵庫県 宍粟市 市長
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/tiikisous
eika/tantoujyouhou/mynumber_00/1477622244359.html

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

兵庫県 たつの市 市長
https://www.city.tatsuno.lg.jp/jouhousuishin/mynumber.
html

兵庫県 多可町 町長
https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=18
543

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

兵庫県 播磨町 町長
http://www.town.harima.lg.jp/kikaku/kurashi/shakaihosh
o/shakaihosho.html

兵庫県 市川町 町長
https://www.town.ichikawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?inf
o_id=41787

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

兵庫県 神河町 町長 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000000250.html

兵庫県 上郡町 町長
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=10309

兵庫県 佐用町 町長
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=3588

兵庫県 香美町 町長
http://www.town.mikata-
kami.lg.jp/www/contents/1490838781825/index.html

奈良県 大和郡山市 市長
https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/life/form/mynu
m/004362.html

奈良県 斑鳩町 町長 http://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000565.html



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

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 海南市 市長
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/soumubu/kanzaij
ohoka/kanzaijohokatorikumi/1481777896762.html

和歌山県 橋本市 市長
http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/sogoseisakubu/sei
saku_kikaku/mynumber/1492146536700.html

和歌山県 有田市 市長
https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/todokede/shakaihos
ho/1000744.html

和歌山県 御坊市 市長
http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/somu/somu/ta
nto/mynumber/mynumber.html

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

和歌山県 湯浅町 町長
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/153/
&anchor_link=page153_910#page153_910

和歌山県 有田川町 町長
https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/chosei/gyosei/187
1.html

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

和歌山県 由良町 町長
http://www.town.yura.wakayama.jp/docs/201508260002
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和歌山県 白浜町 町長
http://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/somu/
shomu/gyomu/mynumber_dokujiriyo_jrenkeitodokede.htm
l

和歌山県 上富田町 町長 http://www.town.kamitonda.lg.jp/pickup/2330.html

和歌山県 那智勝浦町 町長
http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/
info.aspx?info_id=35498

和歌山県 太地町 町長
http://www.town.taiji.wakayama.jp/kurasi/dokuziriyouzim
u.html

和歌山県 串本町 町長
https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/kurashi/my-
number/todokedesyo-kouhyou.html

熊本県 菊池市 市長 https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/419/13001.html

宮崎県 えびの市 市長
http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=1612071105
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鹿児島県 錦江町 町長 http://www.town.kinko.lg.jp/soshiki/1/2849.html

鹿児島県 南大隅町 町長
http://www.town.minamiosumi.lg.jp/soumu/kurashi/my-
number/dokuji.html


	⑳

