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北海道 奈井江町 町長
http://www.town.naie.hokkaido.jp/kurashi/todokede/sha
kaihosho/

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

茨城県 つくば市 市長
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/shomei/mynumbe
r/1000777.html

茨城県 潮来市 市長 http://www.city.itako.lg.jp/page/page003211.html

茨城県 那珂市 市長 http://www.city.naka.lg.jp/page/page003039.html

埼玉県 さいたま市 市長
https://www.city.saitama.jp/006/007/002/020/p085737.
html

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

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

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

埼玉県 新座市 市長
https://www.city.niiza.lg.jp/site/mynumber/dokujijimu.ht
ml

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

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

千葉県 流山市 市長
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1003833/1003
834.html

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

千葉県 富里市 市長 http://www.city.tomisato.lg.jp/0000008442.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 品川区 区長
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000029600/
hpg000029557.htm

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

東京都 三鷹市 市長
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index05003
006.html

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

東京都 多摩市 市長 http://www.city.tama.lg.jp/0000002339.html

神奈川県 逗子市 市長
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jouhou/myn
umber-dokuji.html

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

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

石川県 志賀町 町長
http://www.town.shika.ishikawa.jp/soumu/my_number.ht
ml

福井県 福井市 市長
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/plan/sonota/dokujiriyouj
imu.html
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福井県 永平寺町 町長
http://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/1002/p002636.htm
l

山梨県 韮崎市 市長 https://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2017082600019/

長野県 大町市 市長
https://www.city.omachi.nagano.jp/00003000/00002400/
dokuji.html

岐阜県 海津市 教育委員会 https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000000434.html

静岡県 藤枝市 市長
https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kikakuzaisei
/johoseisaku/gyomu/1/1447670567813.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

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 小牧市 市長
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shisei/shisei/den
shishinsei/1/1/21093.html

愛知県 長久手市 市長
http://www.city.nagakute.lg.jp/jyouhou/mynumber/dokuz
iriyouzimu.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 市長 https://www.city.moriyama.lg.jp/somu1/20170411.html

滋賀県 甲賀市 教育委員会 http://www.city.koka.lg.jp/10871.htm

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

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

京都府 宇治市 市長 http://www.city.uji.kyoto.jp/0000018154.html

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

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

兵庫県 伊丹市 市長
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/mynu
mber/johorenkei/1474347299489.html

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

徳島県 三好市 市長 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/mynriyou.html

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

徳島県 神山町 町長
http://www.town.kamiyama.lg.jp/office/soumu/gyousei/
post-9.html

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

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

高知県 安芸市 市長 https://www.city.aki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=2452

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

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

福岡県 岡垣町 町長
http://www.town.okagaki.lg.jp/s003/060/060/080/20170
413194933.html



佐賀県 伊万里市 市長 http://www.city.imari.saga.jp/10324.htm

佐賀県 伊万里市 教育委員会 http://www.city.imari.saga.jp/10324.htm

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

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

熊本県 人吉市 市長 https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/36/16019.html

大分県 日田市 市長
http://www.city.hita.oita.jp/shisei/jouhou/mynumber/61
04.html

大分県 杵築市 市長
https://www.city.kitsuki.lg.jp/kurashi/my_number/1/241
9.html
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