
②小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務

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 上富良野町 町長
http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=20
13

北海道 別海町 町長
https://betsukai.jp/kurashi/tetsuzuki/mynumber/dokujir
iyou/

青森県 おいらせ町 町長
https://www.town.oirase.aomori.jp/soshiki/4/mynumber.
html

岩手県 盛岡市 市長
http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/todokede/myn
umber/dokujiriyou.html

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

福島県 福島市 市長
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/jouhouka-
system/kurashi/mynumber/sedo/dokuji_riyou_list.html

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

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

茨城県 水戸市 市長
http://www.city.mito.lg.jp/001133/mynumber/p017637.ht
ml

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

茨城県 石岡市 市長 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004909.html

栃木県 宇都宮市 市長
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/jumin/myn
umber/gaiyo/1013816.html

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

埼玉県 羽生市 市長 http://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2016060200029/

埼玉県 上尾市 市長 https://www.city.ageo.lg.jp/page/00222017032801.html

埼玉県 越谷市 市長
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kur
ashi/mynumber/seido/20170410114347837.html

埼玉県 桶川市 市長
https://www.city.okegawa.lg.jp/shisei/shiyakushoshokuin
/joho/6857.html

埼玉県 ふじみ野市 市長
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/joho_t
okeika/johoseisakukakari/2297.html

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

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

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

東京都 葛飾区 区長
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/10034
09/1014476.html

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

新潟県 見附市 市長 http://www.city.mitsuke.niigata.jp/item/18613.htm

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

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



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

静岡県 熱海市 市長
http://www.city.atami.lg.jp/kurashi/juminhyo/1000631/1
004249.html

静岡県 御殿場市 市長
http://city.gotemba.shizuoka.jp/gyousei/g-2/g-2-
4/998.html

静岡県 伊豆市 市長
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail00
0545.html

静岡県 伊豆の国市 市長
http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/soumu/shisei/myn
umber/dokujiriyojimu.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 豊田市 市長
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/servic
e/1002831.html

愛知県 知立市 市長
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/kokai/1491383610
879.html

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

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

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

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

京都府 京都府 知事
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 宇治市 市長 http://www.city.uji.kyoto.jp/0000018154.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 町長 http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000001474.html

大阪府 松原市 市長
https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/digital_suishin/
1_1/4731.html

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

大阪府 門真市 市長
https://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/my_number/my
_number_kouhyo.html

兵庫県 姫路市 市長 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000005771.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 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 奈良市 市長 https://www.city.nara.lg.jp/soshiki/6/7200.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 天理市 市長
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kurasibunkabu/shi
minka/mainanbaa/1499050384590.html

奈良県 橿原市 市長
https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c352485f1
a7f00f31b1e916



奈良県 御所市 市長 http://www.city.gose.nara.jp/0000000485.html

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

奈良県 葛城市 市長
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/11,25682,11
6,html

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

奈良県 田原本町 町長
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/gyosei/keikaku_ses
aku/sesaku/mynumber/5307.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 広陵町 町長
http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?frmId
=2281

岡山県 早島町 町長
http://www.town.hayashima.lg.jp/kurashitetsuzuki/mynu
mber/1481274860768.html

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

山口県 宇部市 市長
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/bangou
seido/dokujiriyo_todokede.html

山口県 岩国市 市長 https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/10/20398.html

徳島県 板野町 町長
http://www.town.itano.tokushima.jp/docs/201704130001
1/

徳島県 東みよし町 町長 https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/500.html

香川県 坂出市 市長
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/seisaku/mynummb
er.html

香川県 観音寺市 市長 https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/715.html

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

香川県 宇多津町 町長
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/shinseseido/shakai
hosho/dokujitodokede10/

愛媛県 松山市 市長
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/joh
okokai/dokujiriyo.html

愛媛県 東温市 市長
http://www.city.toon.ehime.jp/life/life_theme/gyousei/m
ynumber/todoke.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 筑紫野市 市長
https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/sougouseisakubu
/senryakukikaku/jouhou/my-number/mainannba-
seidogaiyo.html

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

佐賀県 佐賀市 市長 https://www.city.saga.lg.jp/main/37498.html

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

長崎県 五島市 市長
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s006/020/020/010/01
0/020/20190310175641.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 菊陽町 町長 https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji003794/index.html

大分県 大分市 市長
http://www.city.oita.oita.jp/o010/kurashi/jumintetsuzuki
/1475461490738.html

大分県 別府市 市長
https://www.city.beppu.oita.jp/seikatu/todokede_syoume
i/bangouseido/dokujiriyoujimu.html

大分県 中津市 市長 http://www.city-nakatsu.jp/doc/2015110600062/

大分県 佐伯市 市長 http://www.city.saiki.oita.jp/city/mynumber-e.html

鹿児島県 霧島市 市長
http://www.city-
kirishima.jp/gyokaku/201703dokujiriyou.html

沖縄県 那覇市 市長
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/todoke
/mynumber/hogohyoukasho.html

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

沖縄県 北谷町 町長
https://www.chatan.jp/seikatsuguide/todokede_toroku/
mynumber/dokujijim.html


	②

