
⑪児童の育成に係る手当、遺児に係る手当等の支給に関する事務

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 恵庭市 市長
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/14189
66624506/index.html

山形県 山形市 市長
http://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/kakuka/shimin/shiminsodan/sogo/todoke
de.html

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

栃木県 足利市 市長 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/dokujiriyou.html

栃木県 佐野市 市長
http://www.city.sano.lg.jp/kakuka/gyouseikeiei/02-
02/12.html

栃木県 真岡市 市長
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kurashi_tetsuduki/4
/13463.html

栃木県 矢板市 市長
https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/sougouseisaku/
kisoku-renkei.html

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

栃木県 野木町 町長 http://www.town.nogi.lg.jp/page/page001291.html

千葉県 市川市 市長 http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla01/1111000162.html

千葉県 船橋市 市長
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/006/000
1/p047846.html

千葉県 松戸市 市長
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-
kousou/mynumber/dokujiriyoujimu.html

千葉県 市原市 市長
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kurashi/0101tetuduki/
mynamber2/numbaer_seido/dokujiriyou.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

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 区長
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/mynumber/dokujiriyoji
mu.html

東京都 港区 区長
http://www.city.minato.tokyo.jp/jouhoseisaku/jouhorenk
eitodokede.html

東京都 新宿区 区長
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/kikaku01_002194.htm
l

東京都 文京区 区長
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/my-
number/dokujiriyoujimu.html

東京都 台東区 区長
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/zeibangouseido
/dokujiriyoujimu.html

東京都 墨田区 区長
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/mynumber/mynun
mber_20161228.html

東京都 江東区 区長 https://www.city.koto.lg.jp/012111/dokuziriyou.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 大田区 区長
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/torik
umi/service/dokujiriyoujimu.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/212500/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 北区 区長 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 板橋区 区長
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/082/082924.
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 足立区 区長
http://www.city.adachi.tokyo.jp/sesaku/dokujiriyoujimu.h
tml

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

東京都 江戸川区 区長
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e038/kurashi/todoke
/mynumbersedo/todokedesho.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 立川市 市長
https://www.city.tachikawa.lg.jp/johosuishin/kurashi/jum
intoroku/mynumber/dokujiriyoujimu.html

東京都 武蔵野市 市長
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keika
ku/soumubu/1016106.html

東京都 三鷹市 市長
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index05003
006.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 調布市 市長
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/genre/00000000000
00/1436403182383/index.html

東京都 町田市 市長
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koukai/mynumb
er/dokujiriyou.html

東京都 小金井市 市長
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/410/shakaihoshou
/maina_dokuji.html

東京都 小平市 市長
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/054/054853.ht
ml

東京都 日野市 市長
http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/mynumber/riyou/1004
791.html

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

東京都 国分寺市 市長
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/torikumi/1012
058/1015909.html

東京都 国立市 市長
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept02/Div0
3/Sec02/gyomu/0201/0202/1491817671815.html

東京都 福生市 市長
http://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/others/mynum
ber/1006021.html

東京都 狛江市 市長
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,86394,378,
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 清瀬市 市長
http://www.city.kiyose.lg.jp/s016/020/030/20170321163
707.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 武蔵村山市 市長
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/torikumi/
mynumber/1006436.html

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

東京都 稲城市 市長
http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/gyosei/jyouhoukouk
aihogo/OrdinatedAffairs.html

東京都 羽村市 市長 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009781.html

東京都 あきる野市 市長 http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007812.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 瑞穂町 町長
http://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/001/006/p000
683.html

東京都 日の出町 町長 https://www.town.hinode.tokyo.jp/0000000635.html

東京都 檜原村 村長
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/category/1-15-1-0-
0.html

東京都 奥多摩町 町長
http://www.town.okutama.tokyo.jp/kurashi/mynumber/d
okujiriyoujimu.html

東京都 三宅村 村長
https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka.kikakuzaisei/new
s/mynumber.html

東京都 八丈町 町長
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/kikaku_zaisei/k
izai_mynumber.html

静岡県 静岡市 市長 http://www.city.shizuoka.jp/000_006500.html

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

愛知県 岡崎市 市長
http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1553/208000/p01769
3.html

愛知県 一宮市 市長
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/kurashi/todokede/10
09958/index.html

愛知県 半田市 市長
http://www.city.handa.lg.jp/kurashi/my-
number/index.html

愛知県 春日井市 市長
https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/gyousei/mynumber
/1008417.html

愛知県 豊川市 市長
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/johoka
suishi/torikumi/mynumber.html

愛知県 津島市 市長
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/syakaihosyouzeis
eido/bangouseido4.html

愛知県 碧南市 市長
http://www.city.hekinan.lg.jp/soshiki/soumu/keiei/seisak
usuisin/mynunber/4437.html

愛知県 豊田市 市長
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/servic
e/1002831.html

愛知県 安城市 市長
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/todokede/mynumbe
r/dokuziriyozimu.html

愛知県 西尾市 市長
http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/6,36799,63,670,
html

愛知県 蒲郡市 市長
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gyosei/renkei-
dokuji.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 稲沢市 市長
http://www.city.inazawa.aichi.jp/kurashi_tetsuzuki/koseki
/mynumber/1001003.html



愛知県 東海市 市長 http://www.city.tokai.aichi.jp/17388.htm

愛知県 大府市 市長
https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/todokede/mynumb
er/1001610.html

愛知県 知多市 市長 http://www.city.chita.lg.jp/docs/2016091300026/

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

愛知県 尾張旭市 市長
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/mynumber/dokuji
riyou.html

愛知県 高浜市 市長
http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/ict/shigoto/myn
umber/dokujiriyou/index.html

愛知県 岩倉市 市長 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003263.html

愛知県 田原市 市長
http://www.city.tahara.aichi.jp/kurashi/shakaihokyou/10
04931.html

愛知県 清須市 市長
http://www.city.kiyosu.aichi.jp/shisei_joho/shakaihosho_z
eibango/dokujiriyoutodokedejikou.html

愛知県 北名古屋市 市長 http://www.city.kitanagoya.lg.jp/zyouhou/0800008.php

愛知県 みよし市 市長
http://www.city.aichi-
miyoshi.lg.jp/kikaku/mynumber/top_mynumber.html

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

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

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

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

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

宮崎県 宮崎市 市長
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/policy/adminis
tration/108489.html
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