
㉗就学援助に関する事務（小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。）

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

北海道 釧路市 教育委員会
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/bangoseido/page0
0029.html

北海道 夕張市 教育委員会
http://www.city.yubari.lg.jp/kurashi/mynumberseido/myn
umber.html

北海道 登別市 教育委員会 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017041400025/

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 北斗市 教育委員会 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2593.html

北海道 当別町 教育委員会
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/mynumber/14
843.html

北海道 知内町 教育委員会
http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/chosei/johokokai/
tokuteikojinjyouhou.html

北海道 乙部町 教育委員会
http://www.town.otobe.lg.jp/section/soumu/e0taal00000
05ir6.html

北海道 今金町 教育委員会
http://www.town.imakane.lg.jp/gyousei/gyouseiinfo/41/4
1_3.html

北海道 余市町 教育委員会
http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/kurashi/kurashinojou
hou/kokuho-iryou/jouhourenkei.html

北海道 南幌町 教育委員会
http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/seisaku/tokuteikoz
innzyouhou/dokziriyou/

北海道 奈井江町 教育委員会
http://www.town.naie.hokkaido.jp/kurashi/todokede/sha
kaihosho/

北海道 新十津川町 教育委員会
http://www.town.shintotsukawa.lg.jp/hotnews/detail/000
01547.html

北海道 秩父別町 教育委員会
http://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/index.php?id=1
00451

北海道 浜頓別町 教育委員会
http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/docs/20171
22500019/

北海道 豊富町 教育委員会
http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/soumuka
/a7cug60000000rc7.html

北海道 滝上町 教育委員会
http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/bangoseid
o/about.html

北海道 安平町 教育委員会 http://www.town.abira.lg.jp/kurashi/mynapr

北海道 士幌町 教育委員会 http://www.shihoro.jp/mynumberjouhourenkei/

北海道 足寄町 教育委員会
http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/shigoto/mynumber.
html

北海道 白糠町 教育委員会
http://www.town.shiranuka.lg.jp/section/kikaku/h8v21a0
000000whp.html

青森県 今別町 教育委員会
http://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/my_number/tod
okedesho.html

青森県 蓬田村 教育委員会 http://www.vill.yomogita.lg.jp/4-1todoke.html

青森県 階上町 教育委員会
http://www.town.hashikami.lg.jp/index.cfm/7,6617,90,htm
l

岩手県 北上市 教育委員会
https://www.city.kitakami.iwate.jp/life/kurashi_tetsuduki
/todokede_shomei/mynumberseido/10130.html

岩手県 一関市 市長
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7,90224,1
10,html

岩手県 釜石市 教育委員会
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/mynumber/det
ail/1208792_3218.html



岩手県 一戸町 教育委員会
http://www.town.ichinohe.iwate.jp/03_center/01_life/02_
mynumber/index.htm

宮城県 名取市 教育委員会
http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/shisei/n
ode_44503

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 大衡村 教育委員会
http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/2015-0330-
2115-4.html

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

秋田県 大館市 教育委員会
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/densan/68-
7545.html

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

秋田県 鹿角市 教育委員会
https://www.city.kazuno.akita.jp/kurashi_tetuzuki/todoke
de_shomei/1/4502.html

山形県 高畠町 教育委員会
http://www.town.takahata.yamagata.jp/001/dokujiriyouji
mu-todokedesyo.html

山形県 遊佐町 教育委員会
http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/somu/jyoho/doku
ji.html

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

福島県 相馬市 教育委員会
https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/johosei
sakuka/4835.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 伊達市 教育委員会
https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/soshiki/3/21279.html

福島県 泉崎村 教育委員会
https://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/page/page001009
.html

福島県 塙町 教育委員会
http://www.town.hanawa.fukushima.jp/page/page000218.
html

福島県 新地町 教育委員会 https://www.shinchi-town.jp/soshiki/1/dokujiriyou.html

茨城県 古河市 教育委員会
https://www.city.ibaraki-
koga.lg.jp/lifetop/soshiki/soumu/1/1140.html

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

茨城県 大子町 教育委員会 http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002370.html

茨城県 五霞町 教育委員会 https://www.town.goka.lg.jp/page/page002461.html

栃木県 足利市 教育委員会 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/dokujiriyou.html

栃木県 栃木市 教育委員会 https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/8/2.html

栃木県 那須塩原市 教育委員会 http://www.city.nasushiobara.lg.jp/02/007777.html

栃木県 上三川町 教育委員会
https://www.town.kaminokawa.lg.jp/0048/info-
0000000680-0.html#todokedekouhyo

栃木県 芳賀町 教育委員会
https://www.town.haga.tochigi.jp/kurashi/mynumber/my
number_07.html

群馬県 藤岡市 教育委員会
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_somu/dokujriy
oujimu.html

群馬県 甘楽町 教育委員会
http://www.town.kanra.lg.jp/kikaku/densan/news/20170
428161427.html

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

埼玉県 川越市 教育委員会
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/mynumber/m
ynumber_start.html



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

埼玉県 所沢市 教育委員会
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/
kosodate/kodomonoteate/todokede_kyoikuiinkai.html

埼玉県 加須市 教育委員会
https://www.city.kazo.lg.jp/kurashi/mynumber/10538.ht
ml

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

埼玉県 羽生市 教育委員会 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2016060200029/

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

埼玉県 草加市 教育委員会
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1212/030/PAGE
000000000000051888.html

埼玉県 蕨市 教育委員会
https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/1004853/my
number/1003233.html

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

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

埼玉県 桶川市 教育委員会
https://www.city.okegawa.lg.jp/shisei/shiyakushoshokuin
/joho/6857.html

埼玉県 富士見市 教育委員会
https://www.city.fujimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/myn
umber/mynamber_seido/mainanba201410.html#cmsdoku
zi

埼玉県 蓮田市 教育委員会
https://www.city.hasuda.saitama.jp/densan/shise/mynu
mber/renkei.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 教育委員会
https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/51/54/6267.
html

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

埼玉県 毛呂山町 教育委員会
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1
492044166754/index.html

埼玉県 越生町 教育委員会
http://www.town.ogose.saitama.jp/chousei/keikaku/myn
umber/mynumber.html

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

埼玉県 吉見町 教育委員会 http://www.town.yoshimi.saitama.jp/my_number.html

埼玉県 寄居町 教育委員会
http://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/02/mynumber.h
tml

埼玉県 宮代町 教育委員会 http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000005538.html

千葉県 千葉市 教育委員会
https://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/dokujiriyo
ujimu.html

千葉県 館山市 教育委員会
http://www.city.tateyama.chiba.jp/jouhou/page100138.ht
ml

千葉県 成田市 教育委員会
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page306300.htm
l

千葉県 佐倉市 教育委員会 http://www.city.sakura.lg.jp/0000012553.html

千葉県 流山市 教育委員会
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1003833/1003
834.html

千葉県 八千代市 教育委員会 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/20504/page200004.html

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



千葉県 袖ケ浦市 教育委員会
http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/somu/mynumber
.html

千葉県 印西市 教育委員会 http://www.city.inzai.lg.jp/0000006609.html

千葉県 白井市 教育委員会
http://www.city.shiroi.chiba.jp/shisei/shisaku/s09/14918
10264057.html

千葉県 富里市 教育委員会 http://www.city.tomisato.lg.jp/0000008442.html

千葉県 多古町 教育委員会 https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011800234/

千葉県 一宮町 教育委員会 https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/kurashi/3/3.html

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

東京都 中央区 教育委員会
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/mynumber/dokujiriyoji
mu.html

東京都 港区 教育委員会
http://www.city.minato.tokyo.jp/jouhoseisaku/jouhorenk
eitodokede.html

東京都 新宿区 教育委員会
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/kikaku01_002194.htm
l

東京都 墨田区 教育委員会
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/mynumber/mynun
mber_20161228.html

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

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

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

東京都 渋谷区 教育委員会
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/mynumber/m
ynumber_todokedesho.html

東京都 中野区 教育委員会
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/212500/d023925.html

東京都 豊島区 教育委員会
http://www.city.toshima.lg.jp/002/tetsuzuki/mynumber/
1704100903.html

東京都 北区 教育委員会 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 練馬区 教育委員会
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/gai
yo/joreijimu.html

東京都 葛飾区 教育委員会
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/10034
09/1014476.html

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

東京都 三鷹市 教育委員会
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index05003
006.html

東京都 青梅市 教育委員会 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/7/1494.html

東京都 昭島市 教育委員会
http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/040/010/20161
226132125.html

東京都 町田市 教育委員会
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koukai/mynumb
er/dokujiriyou.html

東京都 小平市 教育委員会
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/054/054853.ht
ml

東京都 日野市 教育委員会
http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/mynumber/riyou/1004
791.html

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

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



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

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

東京都 あきる野市 教育委員会 http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000006414.html

東京都 八丈町 教育委員会
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kikaku_zaisei/k
izai_mynumber.html

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

神奈川県 大和市 教育委員会
http://www.city.yamato.lg.jp/web/jyoho/mynumberdokuji
riyou.html

神奈川県 座間市 教育委員会
https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1464
235579776/index.html

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

神奈川県 大磯町 教育委員会
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/seisaku/seisa
ku/tantou/kaikaku/mynumber_seido/1422597546106.htm
l

神奈川県 愛川町 教育委員会
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/mynumber
/1451018685061.html

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 三条市 教育委員会
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kurashi_tetsuzuki/munu
mber/6349.html

新潟県 柏崎市 教育委員会
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/jtokei/shise/jsesaku/
mynumber/1704132000.html

新潟県 新発田市 教育委員会
http://www.city.shibata.lg.jp/machidukuri/joho/mynumbe
r/1002424.html

新潟県 小千谷市 教育委員会
http://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/somu/dokujiriyouj
imu.html

新潟県 見附市 教育委員会 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/item/18613.htm

新潟県 燕市 教育委員会 http://www.city.tsubame.niigata.jp/life/002001029.html

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

新潟県 刈羽村 教育委員会
http://www.vill.kariwa.niigata.jp/www/info/detail.jsp?id=5
579

富山県 氷見市 教育委員会
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/shisei/johokokai
/1/2608.html

富山県 滑川市 教育委員会
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/8/1/236
8.html

石川県 金沢市 教育委員会
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13021/bangoseido/bang
o_riyojimu.html

石川県 小松市 教育委員会 http://www.city.komatsu.lg.jp/9679.htm

石川県 加賀市 教育委員会
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/soumu/toukeijouhou/jo
horenkeiwotomonaudokujiriyou.html

石川県 かほく市 教育委員会
http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/www/04/402/001/00
0/index_3721.html

山梨県 甲府市 教育委員会
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/joho/shise/shisaku/s
hise/mynumber_dokuji.html

山梨県 都留市 教育委員会
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx
?info_id=41065

山梨県 北杜市 教育委員会 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1956.html

山梨県 富士河口湖町 教育委員会
http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=3
414&ka_id=3



長野県 須坂市 教育委員会
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id
=5924df8abafe2

長野県 大町市 教育委員会
https://www.city.omachi.nagano.jp/00003000/00002400/
dokuji.html

長野県 飯山市 教育委員会
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/jy
ohoseisaku/mynumberdokujiriyoujimu

長野県 佐久市 教育委員会
http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/mynumber/main
annba-.html

長野県 東御市 教育委員会
http://www.city.tomi.nagano.jp/category/1922/131337.h
tml

長野県 松川町 教育委員会
http://www.matsukawa-town.jp/cms-
sypher/www/common/detail.jsp?id=7037

長野県 山形村 教育委員会
http://www.vill.yamagata.nagano.jp/forms/info/info.aspx
?info_id=41147

長野県 松川村 教育委員会
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/gyousei-
joho/archives/003634.php

長野県 高山村 教育委員会 https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/137.html

長野県 小川村 教育委員会 http://www.vill.ogawa.nagano.jp/myno.html

長野県 飯綱町 教育委員会 https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/741.html

岐阜県 山県市 教育委員会
http://www.city.yamagata.gifu.jp/shisei/mynumber/p-
8633.html

岐阜県 本巣市 教育委員会
http://www.city.motosu.lg.jp/life/jouhou/tokutei_kojinjoh
o/

岐阜県 養老町 教育委員会 http://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2016020300110/

静岡県 焼津市 教育委員会
https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-
006/mynumber_dokujiriyou.html

静岡県 伊豆の国市 教育委員会
http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/soumu/shisei/myn
umber/dokujiriyojimu.html

静岡県 牧之原市 教育委員会
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/bg/kurashi/ent/
9321.html

愛知県 岡崎市 教育委員会
http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1553/208000/p01769
3.html

愛知県 津島市 教育委員会
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/syakaihosyouzeis
eido/bangouseido4.html

愛知県 豊田市 教育委員会
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/servic
e/1002831.html

愛知県 安城市 教育委員会
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/todokede/mynumbe
r/dokuziriyozimu.html

愛知県 江南市 教育委員会
https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/todoke/1001711/1
001734/1004447.html

愛知県 大府市 教育委員会
https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/todokede/mynumb
er/1001610.html

愛知県 岩倉市 教育委員会 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003263.html

愛知県 清須市 教育委員会
http://www.city.kiyosu.aichi.jp/shisei_joho/shakaihosho_z
eibango/dokujiriyoutodokedejikou.html

愛知県 蟹江町 教育委員会
http://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/4/mynumber5.ht
ml

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

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

三重県 桑名市 教育委員会
http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/25,55887,313,806
,html

三重県 菰野町 教育委員会
http://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/152445
7320393/index.html



三重県 明和町 教育委員会
http://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/bosai/kikak
uk/mynumber.html

滋賀県 大津市 教育委員会
http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/myn/1424825068588.
html

滋賀県 彦根市 教育委員会 http://www.city.hikone.shiga.jp/0000010327.html

滋賀県 守山市 教育委員会 https://www.city.moriyama.lg.jp/somu1/20170411.html

滋賀県 日野町 教育委員会
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 教育委員会
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/live/todoke/live-
todoke-doujiriyou.html

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

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

京都府 福知山市 教育委員会
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/life/entries/00823
8.html

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

大阪府 泉大津市 教育委員会
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/seis
akusuisin/bangoseido/bangoseido.html

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

大阪府 八尾市 教育委員会 http://www.city.yao.osaka.jp/0000035279.html

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

大阪府 松原市 教育委員会
https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/digital_suishin/
1_1/4731.html

大阪府 和泉市 教育委員会
http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kikaku/osirase/140894993
2802.html

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

大阪府 門真市 教育委員会
https://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/my_number/my
_number_kouhyo.html

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

大阪府 四條畷市 教育委員会 https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/5/2767.html

大阪府 大阪狭山市 教育委員会
http://www.city.osakasayama.osaka.jp/sosiki/seisakusui
sinbu/kikakugurupu/mynuber/1491525252905.html

大阪府 阪南市 教育委員会
http://city.hannan.lg.jp/kakuka/somu/gyoukei/syakaihos
youzeibangouseido/dokujiriyoujimu.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 加古川市 教育委員会
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikaku
bu/jouhouseisakuka/mynumber/1481797423726.html

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

兵庫県 小野市 教育委員会 https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/18/1/14/e673/

兵庫県 三田市 教育委員会
http://www.city.sanda.lg.jp/shiseijouhou/soumu/mynumb
er/dokuziriyouzyourei.html



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

兵庫県 播磨町 教育委員会
https://www.town.harima.lg.jp/kikaku/kurashi/shakaihos
ho/shakaihosho.html

奈良県 奈良市 教育委員会
http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1
420595781272/index.html

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

奈良県 天理市 教育委員会
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kurasibunkabu/shi
minka/mainanbaa/1499050384590.html

奈良県 生駒市 教育委員会 https://www.city.ikoma.lg.jp/0000006500.html

奈良県 香芝市 市長 http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000006174.html

奈良県 平群町 教育委員会
http://www.town.heguri.nara.jp/web/profile/chosei/chos
ei03.html

奈良県 三郷町 教育委員会 http://www.town.sango.nara.jp/soumu/mainnba.html

奈良県 斑鳩町 教育委員会 http://www.town.ikaruga.nara.jp/0000000565.html

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

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

奈良県 王寺町 教育委員会
http://www.town.oji.nara.jp/kakusyutesuduki/mynumber/
1530.html

奈良県 大淀町 教育委員会
http://www.town.oyodo.lg.jp/contents_detail.php?frmId=5
57

奈良県 上北山村 教育委員会 作業中

和歌山県 紀美野町 教育委員会
http://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/somuka/ba
ngoseido/1051.html

和歌山県 かつらぎ町 教育委員会
http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/010/190/20190
626170955.html

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

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

和歌山県 太地町 教育委員会
http://www.town.taiji.wakayama.jp/kurasi/dokuziriyouzim
u.html

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

鳥取県 北栄町 教育委員会 http://www.e-hokuei.net/1654.htm

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

広島県 福山市 教育委員会
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/mynumber/9
0803.html

広島県 三次市 教育委員会
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/jouhou_m/ICT/my
number/bangouseido_3.html

山口県 宇部市 教育委員会
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/bangou
seido/dokujiriyo_todokede.html

山口県 山口市 教育委員会 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/8/24434.html

山口県 防府市 教育委員会
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/7/mynumber-
dokujiriyou.html

山口県 光市 教育委員会 http://www.city.hikari.lg.jp/mynumber/kisoku_renkei.html

山口県 周南市 教育委員会 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/8/57229.html



山口県 山陽小野田市 教育委員会
http://www.city.sanyo-
onoda.lg.jp/soshiki/2/mynumber.html

徳島県 鳴門市 教育委員会
http://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/kangaeru/ho
shin/bangoseido/

徳島県 阿波市 教育委員会 http://www.city.awa.lg.jp/docs/2015041500011/

徳島県 三好市 教育委員会 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/mynriyou.html

徳島県 上板町 教育委員会 http://www.townkamiita.jp/docs/2017041200038/

香川県 丸亀市 教育委員会 https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30639/

香川県 坂出市 教育委員会
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/seisaku/mynummb
er.html

香川県 観音寺市 教育委員会 https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/715.html

香川県 さぬき市 教育委員会
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/information/social_sec
urity_tax_number_system

香川県 東かがわ市 教育委員会 https://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i9087/

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

愛媛県 西予市 教育委員会
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kurashi/koseki_todokede
/mynumber/2424.html

愛媛県 東温市 教育委員会
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/gyousei/m
ynumber/todoke.html

愛媛県 愛南町 教育委員会
http://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/chosei/shakaiho
syo/mynumberseido.html

高知県 高知市 教育委員会
http://www.city.kochi.kochi.jp/site/mynumber/ppc-
notification.html

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

高知県 香南市 教育委員会
http://www.city.kochi-
konan.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=4936

高知県 奈半利町 教育委員会
http://www.town.nahari.kochi.jp/post_guide/%E7%8B%AC
%E8%87%AA%E5%88%A9%E7%94%A8%E4%BA%8B%E5%8B%9
9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

高知県 中土佐町 町長
http://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=4
16

高知県 四万十町 教育委員会
https://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=
9331

高知県 大月町 教育委員会 http://www.town.otsuki.kochi.jp/kakuka/003-02.html

福岡県 直方市 教育委員会
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1017/_1293
/_4429.html

福岡県 田川市 教育委員会
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0035928/index.ht
ml

福岡県 八女市 教育委員会
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kurashi/3/14931124697
01.html

福岡県 大川市 教育委員会
http://www.city.okawa.lg.jp/s008/040/20150329111743.
html

福岡県 豊前市 教育委員会
http://www.city.buzen.lg.jp/mainanba/dokujiriyoutodoked
esyo.html

福岡県 春日市 教育委員会
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/life/sonota/mynumbe
r.html

福岡県 大野城市 教育委員会
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/s004/020/030/020/20
170413161513.html



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

福岡県 福津市 教育委員会
http://www.city.fukutsu.lg.jp/kurashi/bango/bangoseido.
php

福岡県 朝倉市 教育委員会
http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/145647234
1148/index.html

福岡県 みやま市 教育委員会 http://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=18584

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

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

福岡県 新宮町 教育委員会
http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/49,24601,3
61,html

福岡県 久山町 教育委員会
http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/tyousei/gyousei/
mynumber/mynumber_Announcement.html

福岡県 粕屋町 教育委員会
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/gyosei/johokokai/sh
akaihosyou/dokujiriyoujimu/index.html

福岡県 芦屋町 教育委員会
http://www.town.ashiya.lg.jp/view.rbz?ik=0&pnp=14&of=1
&cd=3375

福岡県 水巻町 教育委員会
https://www.town.mizumaki.lg.jp/030/20200110162000.h
tml

福岡県 岡垣町 教育委員会
http://www.town.okagaki.lg.jp/s003/060/060/080/20170
413194933.html

福岡県 小竹町 教育委員会
http://town.kotake.lg.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id
=1156&class_set_id=1&class_id=771

福岡県 鞍手町 教育委員会
http://www.town.kurate.lg.jp/koseki/mynumber_proprieta
ryuse.html

福岡県 桂川町 教育委員会
http://www.town.keisen.fukuoka.jp/kurashi/bango/renkei
.php

福岡県 大木町 教育委員会
http://www.town.ooki.lg.jp/soshiki/somu/1/2/tokuteihog
ohyouka/1492499639224.html

福岡県 広川町 教育委員会
http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/hp/departmentTop
/node_64/node_65/gyousei/node_18781

福岡県 みやこ町 教育委員会
http://www.town.miyako.lg.jp/sougougyouseiiinkai/mynu
mber/mynumber.html

福岡県 吉富町 教育委員会
http://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y2
09/soumu/c175/

福岡県 上毛町 教育委員会 http://www.town.koge.lg.jp/soshiki/1/bangoseido01.html

佐賀県 鳥栖市 教育委員会 http://www.city.tosu.lg.jp/5672.htm

佐賀県 鹿島市 教育委員会 http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/14057.html

佐賀県 吉野ヶ里町 教育委員会
https://www.town.yoshinogari.saga.jp/contents/1_10284.
html

佐賀県 みやき町 教育委員会
https://www.town.miyaki.lg.jp/chosei/torikumi/_2595/_25
97.html

佐賀県 大町町 教育委員会 http://www.town.omachi.saga.jp/post_15.html

佐賀県 太良町 教育委員会
https://www.town.tara.lg.jp/chosei/_1676/_2448/_3080.h
tml

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

長崎県 佐世保市 教育委員会
https://www.city.sasebo.lg.jp/soumu/jyohou/mynumber_
seido.html

長崎県 諫早市 教育委員会 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post05/37858.html



長崎県 大村市 教育委員会
https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouryuu/shise/shok
ai/shisaku/torikumi/mynumber/kozinjouhouhogotaisaku.
html

長崎県 松浦市 教育委員会
https://www.city-
matsuura.jp/top/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/my
numberseido/2240.html

長崎県 雲仙市 教育委員会
http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=2
6243

熊本県 熊本市 教育委員会
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_i
d=5&id=6106

熊本県 八代市 教育委員会 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0037076/index.html

熊本県 荒尾市 教育委員会 https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/181/6552.html

熊本県 宇土市 教育委員会 https://www.city.uto.lg.jp/q/aview/338/14693.html

熊本県 上天草市 教育委員会
http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/64/
8305.html

熊本県 宇城市 教育委員会
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/inde
x.html

熊本県 天草市 教育委員会
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/inde
x.html

熊本県 南小国町 教育委員会
http://www.town.minamioguni.kumamoto.jp/living/cat64/
000393.php

熊本県 小国町 教育委員会
http://www.town.kumamoto-
oguni.lg.jp/q/aview/118/372.html

熊本県 高森町 教育委員会
http://www.town.takamori.kumamoto.jp/gyoseiinfo/kokai
/

熊本県 津奈木町 教育委員会 作業中

熊本県 錦町 教育委員会 http://www.nishiki-machi.com/docs/2017040500016/

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

熊本県 湯前町 教育委員会
https://www.town.yunomae.lg.jp/index.php?type=article&
mode=articleView&articleid=4975&categoryid=13

熊本県 水上村 教育委員会 作業中

熊本県 あさぎり町 教育委員会 https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/205/6460.html

大分県 大分市 教育委員会
http://www.city.oita.oita.jp/o010/kurashi/jumintetsuzuki
/1475461490738.html

大分県 日田市 教育委員会
http://www.city.hita.oita.jp/shisei/jouhou/mynumber/61
04.html

大分県 佐伯市 教育委員会 http://www.city.saiki.oita.jp/city/mynumber-e.html

大分県 杵築市 教育委員会
https://www.city.kitsuki.lg.jp/kurashi/my_number/1/241
9.html

大分県 由布市 教育委員会
http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/mynumber/my_numb
er/

大分県 国東市 教育委員会
http://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/kikaku/my-
number-dokuji.html

宮崎県 都城市 教育委員会
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=
170331105504

宮崎県 西都市 教育委員会 http://www.city.saito.lg.jp/kurashi/post_159.html

鹿児島県 阿久根市 教育委員会
http://www.city.akune.kagoshima.jp/kurashitetsuzuki/my
number/dokujiriyo.html

鹿児島県 出水市 教育委員会
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/page/page_01456.html



沖縄県 宜野湾市 教育委員会
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/soumus
oumuka/piakouhyouyou.html

沖縄県 糸満市 教育委員会 https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2018012300023/

沖縄県 沖縄市 教育委員会 http://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/123/1608

沖縄県 うるま市 教育委員会 https://www.city.uruma.lg.jp/kurashi/116/9371/10297

沖縄県 宮古島市 教育委員会
https://www.city.miyakojima.lg.jp/gyosei/bangouseido/h
youkasyo/dokuziriyou_shinsei.html

沖縄県 北谷町 教育委員会
https://www.chatan.jp/seikatsuguide/todokede_toroku/
mynumber/dokujijim.html
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