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

北海道 恵庭市 市長
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/14189
66624506/index.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 余市町 教育委員会
http://www.town.yoichi.hokkaido.jp/kurashi/kurashinojou
hou/kokuho-iryou/jouhourenkei.html

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 白糠町 教育委員会
http://www.town.shiranuka.lg.jp/section/kikaku/h8v21a0
000000whp.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 釜石市 市長
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/mynumber/det
ail/1208792_3218.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 富谷市 市長
http://www.tomiya-
city.miyagi.jp/soshiki/soumu/mynumber-dokuji.html

山形県 酒田市 市長
http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/mynocard/dokujiriyo
u.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 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 国見町 教育委員会
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/1/2162.ht
ml

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

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

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

栃木県 那須烏山市 市長
http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,31688,
83,359,html

群馬県 藤岡市 市長
http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_somu/dokujriy
oujimu.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

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

千葉県 栄町 教育委員会 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=3653

千葉県 芝山町 教育委員会 http://www.town.shibayama.lg.jp/0000003063.html
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東京都 墨田区 区長
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/mynumber/mynun
mber_20161228.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/107000/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 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 区長
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/10034
09/1014476.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 三鷹市 市長
http://www.city.mitaka.lg.jp/c_categories/index05003006
.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 町田市 市長
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koukai/mynumb
er/dokujiriyou.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 多摩市 市長 http://www.city.tama.lg.jp/0000002339.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 檜原村 村長
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/category/1-15-1-0-
0.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

富山県 高岡市 市長 https://www.city.takaoka.toyama.jp/joho/dokujiriyo.html

富山県 滑川市 市長
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/kurashi/8/1/236
8.html

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

石川県 小松市 市長 http://www.city.komatsu.lg.jp/9679.htm

長野県 中野市 市長 http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017040600020/

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 東御市 市長
http://www.city.tomi.nagano.jp/category/1922/131337.h
tml

長野県 軽井沢町 教育委員会
https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/149074
5891153/index.html

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

岐阜県 各務原市 市長
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kodomo/46/0003
75.html

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



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

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

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

愛知県 阿久比町 町長
http://www.town.agui.lg.jp/contents_detail.php?frmId=376
6

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

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

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

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

https://www.town.tadaoka.osaka.jp/?ka_details=%e3%83%
9e%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc
%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4
%bf%9d%e9%9a%9c%e3%83%bb%e7%a8%8e%e7%95%aa%e5%8f
%b7%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4
-2

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

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

奈良県 生駒市 市長 https://www.city.ikoma.lg.jp/0000006500.html

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

和歌山県 田辺市 教育委員会
http://www.city.tanabe.lg.jp/jyouhou/dokuziriyouzimu.ht
ml

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

山口県 下関市 市長
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/149145
0643361/index.html

香川県 丸亀市 市長 https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30639/

高知県 香美市 教育委員会 https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/1/d-riyo-td.html

福岡県 飯塚市 市長
https://www.city.iizuka.lg.jp/jyohokanri/mynumber/dokuj
iriyou.html



福岡県 行橋市 市長
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/201802130001
4/

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 糸島市 市長
http://www.city.itoshima.lg.jp/s005/020/020/020/010/ii
nkai-todokede.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 粕屋町 町長
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/gyosei/johokokai/sh
akaihosyou/dokujiriyoujimu/index.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 大木町 町長
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

佐賀県 鳥栖市 市長 https://www.city.tosu.lg.jp/5672.htm

佐賀県 上峰町 町長 http://www.town.kamimine.lg.jp/view.php?pageId=2427

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

長崎県 諫早市 市長 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post05/37858.html

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

熊本県 荒尾市 市長 https://www.city.arao.lg.jp/q/aview/181/6552.html

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

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

宮崎県 高鍋町 町長
http://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/somu/1/1/772.h
tml

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


	㉘

