
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 北海道 知事 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/dokujiriyou.html

北海道 北海道 教育委員会 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/index.htm

北海道 北海道 教育委員会
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/dokujiriyoko
hyo.htm

北海道 北海道 教育委員会
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/dokujiriyoko
hyo.html

北海道 恵庭市 教育委員会
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/14189
66624506/index.html

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

青森県 青森県 知事
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyokei/my
number_dokuji01.html

青森県 青森県 知事
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyokei/myn
umber_dokuji01.html

青森県 青森県 教育委員会
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/ict/mynumber_dok
uji01.html

青森県 青森県 教育委員会
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyokei/my
number_dokuji01.html

岩手県 岩手県 知事
https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/myn
um/1012059.html

岩手県 岩手県 教育委員会
https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/myn
um/1012059.html

宮城県 宮城県 知事
http://www.pref.miyagi.jp/site/shigaku/shuugakushienkin
.html

宮城県 宮城県 教育委員会
http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kan-
syuugakushiennkinn.html

宮城県 宮城県 教育委員会
http://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kan-
syogakukyuufukin.html

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

宮城県 涌谷町 教育委員会
http://www.town.wakuya.miyagi.jp/gyose/kakuka/mynum
ber/index.html

秋田県 秋田県 知事 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41481

秋田県 秋田県 教育委員会 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41481

秋田県 秋田県 教育委員会 http://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41481

秋田県 羽後町 教育委員会
http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=
1737&category_id=49

山形県 山形県 知事
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020051/
dokujiriyoujimu.html

山形県 山形県 教育委員会
https://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020051/
dokujiriyoujimu.html

福島県 福島県 知事 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/dokuji.html

福島県 福島県 教育委員会 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/dokuji.html

福島県 南相馬市 教育委員会
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/todokede_
shomei/1/5210.html

福島県 国見町 教育委員会
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/1/2162.ht
ml

㉕高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事
務又はこれらに類するその他の事務



茨城県 茨城県 知事
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/it/mynumber/dok
uzi/dokuziriyouzimu.html

茨城県 茨城県 教育委員会
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/it/mynumber/dok
uzi/dokuziriyouzimu.html

茨城県 石岡市 教育委員会 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004909.html

栃木県 栃木県 知事
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b03/mynumber/gyouseitets
uduki_jourei.html

栃木県 栃木県 教育委員会
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b03/mynumber/gyouseitets
uduki_jourei.html

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

群馬県 群馬県 教育委員会 https://www.pref.gunma.jp/07/b27g_00001.html

群馬県 渋川市 教育委員会
http://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/bangouseido/seid
o/p004861.html

埼玉県 埼玉県 知事
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/mynumber/dokujiriy
ou.html

埼玉県 埼玉県 教育委員会
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/mynumber/dokujiriy
ou.html

千葉県 千葉県 知事
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/mynumber/mynumb
er-dokuzi.html

千葉県 千葉県 教育委員会
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/mynumber/mynumb
er-dokuzi.html

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

東京都 東京都 教育委員会
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/ict/mynumb
er.html

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

東京都 品川区 教育委員会
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000029600/
hpg000029557.htm

神奈川県 神奈川県 知事 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b8k/myn/index.html

神奈川県 神奈川県 教育委員会 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b8k/myn/index.html

新潟県 新潟県 知事
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/joho/1356864203133.h
tml

新潟県 新潟県 教育委員会
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/joho/1356864203133.h
tml

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

富山県 富山県 知事
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1113/kj00015305-
002-01.html

富山県 富山県 教育委員会
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1113/kj00015305-
002-01.html

石川県 石川県 知事
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/mynumber/index
/dokujiriyou.html

石川県 石川県 教育委員会
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/mynumber/index
/dokujiriyou.html

福井県 福井県 知事
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-
jouhou/dokuji20191009.html

福井県 福井県 教育委員会
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-
jouhou/dokuji20191009.html

山梨県 山梨県 知事
https://www.pref.yamanashi.jp/jouho/bangouseido_linksy
u/seido/bangouriyou.html

山梨県 山梨県 知事
https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-
kgk/dokujiriyou.html

山梨県 山梨県 教育委員会
https://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/mynumber.ht
ml



山梨県 山梨県 教育委員会
https://www.pref.yamanashi.jp/jouho/bangouseido_linksy
u/seido/bangouriyou.html

長野県 長野県 知事
https://www.pref.nagano.lg.jp/joho/mynumber/201704.ht
ml

長野県 長野県 教育委員会
https://www.pref.nagano.lg.jp/joho/mynumber/201704.ht
ml

岐阜県 岐阜県 知事 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12160.html

岐阜県 岐阜県 教育委員会 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12160.html

静岡県 静岡県 知事
https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-
510/mynumber/dokujiriyo.html

静岡県 静岡県 教育委員会
https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-
510/mynumber/dokujiriyo.html

愛知県 愛知県 知事
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/joho/mynum-
dokuji.html

愛知県 愛知県 教育委員会
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/joho/mynum-
dokuji.html

愛知県 豊橋市 教育委員会 http://www.city.toyohashi.lg.jp/33107.htm

愛知県 長久手市 教育委員会
http://www.city.nagakute.lg.jp/jyouhou/mynumber/dokuz
iriyouzimu.html

三重県 三重県 知事
http://www.pref.mie.lg.jp/D1SENRYAKU/88130000001.ht
m

三重県 三重県 教育委員会
http://www.pref.mie.lg.jp/D1SENRYAKU/88130000001.ht
m

三重県 松阪市 教育委員会
http://www.city.matsusaka.mie.jp/site/mynumber/mynu
mber-dokujiriyou.html

滋賀県 滋賀県 知事
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/ict/300122.ht
ml

滋賀県 滋賀県 教育委員会
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/ict/300122.ht
ml

滋賀県 滋賀県 教育委員会
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/ict/300122.ht
ml

京都府 京都府 知事
https://www.pref.kyoto.jp/somucho/bangoseido/dokuziri
youzimu.html

京都府 京都府 教育委員会
https://www.pref.kyoto.jp/somucho/bangoseido/dokuziri
youzimu.html

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

京都府 長岡京市 教育委員会 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006725.html

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

京都府 宇治田原町 教育委員会 http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000001474.html

大阪府 大阪府 知事
http://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/mynumber_system/
fudokujiriyoujimu.html

大阪府 大阪府 教育委員会
http://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/mynumber_system/
fudokujiriyoujimu.html

大阪府 大阪府 教育委員会
http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoishisetsu/dokujiriyoutodo
kede/index.html

大阪府 泉佐野市 教育委員会
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisak
u/menu/mainanba/1491908461073.html

大阪府 富田林市 教育委員会
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/4/17546.htm
l

兵庫県 兵庫県 知事
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/mynumber_dokujiriyou.h
tml

兵庫県 兵庫県 知事
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/mynumber_dokujiriyou.
html



兵庫県 兵庫県 教育委員会
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/mynumber_dokujiriyou.
html

兵庫県 姫路市 教育委員会 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000005771.html

兵庫県 西宮市 教育委員会
https://www.nishi.or.jp/kurashi/shakaihosho/mynumberr
iyo/dokujiriyo.html

兵庫県 三木市 教育委員会 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/5/2160.html

奈良県 奈良県 知事 http://www.pref.nara.jp/49384.htm

奈良県 奈良県 教育委員会 http://www.pref.nara.jp/49384.htm

奈良県 奈良県 教育委員会 https://www.pref.nara.jp/49384.htm

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 和歌山県 知事
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/02_gyose
i/dokujiriyojimu/main.html

和歌山県 和歌山県 教育委員会
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/02_gyose
i/dokujiriyojimu/main.html

鳥取県 鳥取県 知事 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=247576

鳥取県 鳥取県 知事 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=247576

鳥取県 鳥取県 教育委員会 http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=247576

島根県 島根県 知事
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/
mynumber/

島根県 島根県 教育委員会
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/
mynumber/

岡山県 岡山県 教育委員会 https://www.pref.okayama.jp/page/693077.html

広島県 広島県 知事
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/266/mynumber-
dokujiriyou.html

広島県 広島県 知事
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/9/mynumber-
dokujiriyou.html

広島県 広島県 教育委員会
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/266/mynumber-
dokujiriyou.html

山口県 山口県 知事
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/bangouho
u/201703300001.html

山口県 山口県 教育委員会
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/bangouho
u/201703300001.html

徳島県 徳島県 知事
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ic
t/2016111500030

徳島県 徳島県 教育委員会
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ic
t/2016111500030

香川県 香川県 知事
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir4/dir4_2/dir4_2
_3/wxg673180911142705.shtml

香川県 香川県 知事
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir4/dir4_2/index.s
html

香川県 香川県 教育委員会
http://www.pref.kagawa.lg.jp/kenkyoui/koko/tuition09.ht
ml

香川県 三豊市 教育委員会
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/soumu/somu/2/17
49.html

愛媛県 愛媛県 知事
https://www.pref.ehime.jp/h10800/shichoshinko/gyousei
/mynumber-original-usecase.html

愛媛県 愛媛県 教育委員会
https://www.pref.ehime.jp/h10800/shichoshinko/gyousei
/mynumber-original-usecase.html

高知県 高知県 知事 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/dokuji.html



高知県 高知県 教育委員会 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/dokuji.html

福岡県 福岡県 知事
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bango-
joreijimu.html

福岡県 福岡県 教育委員会
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bango-
joreijimu.html

福岡県 飯塚市 教育委員会
https://www.city.iizuka.lg.jp/jyohokanri/mynumber/dokuj
iriyou.html

佐賀県 佐賀県 知事 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00357968/index.html

佐賀県 佐賀県 教育委員会 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00357968/index.html

佐賀県 武雄市 教育委員会
http://www.city.takeo.lg.jp/benri/madoguchi/mynumber/
000269.html

長崎県 長崎県 知事
https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-
shinsei/tetsuduki-shinseikankei/380610.html

長崎県 長崎県 教育委員会
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kanko-kyoiku-
bunka/kyoikukikannado/overview/mynumber-
overview/285191.html

長崎県 長崎市 教育委員会
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/193010/193012/p0
25919.html

熊本県 熊本県 知事 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_25805.html

熊本県 熊本県 教育委員会 https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/120106.html

熊本県 熊本県 教育委員会
http://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/120106.html

大分県 大分県 知事
https://www.pref.oita.jp/soshiki/11100/oitakenbangosei
do.html

大分県 大分県 教育委員会 https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/dokuji.html

大分県 大分県 教育委員会 http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/dokuji.html

宮崎県 宮崎県 知事
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/johoseisaku/shakaikiban/
johotsushin/20150119152713.html

宮崎県 宮崎県 教育委員会
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/johoseisaku/shakaikiban/
johotsushin/20150119152713.html

宮崎県 宮崎市 教育委員会
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/policy/adminis
tration/108489.html

鹿児島県 鹿児島県 知事
https://www.pref.kagoshima.jp/ac03/kurashi-
kankyo/mynumber/renkeitodokede.html

鹿児島県 鹿児島県 教育委員会
https://www.pref.kagoshima.jp/ac03/kurashi-
kankyo/mynumber/renkeitodokede.html

鹿児島県 鹿児島県 教育委員会
http:/www.pref.kagoshima.jp/ac03/kurashi-
kankyo/mynumber/renkeitodokede.html

沖縄県 沖縄県 知事
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/digital/suisin/m
ynumber/torikumi.html

沖縄県 沖縄県 教育委員会
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/digital/suisin/m
ynumber/torikumi.html


	㉕

