
⑭重度心身障害者等の医療費助成に関する事務またはこれらに類するその他の事務

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 札幌市 市長
http://www.city.sapporo.jp/kikaku/mynumber/mynumber
.html

北海道 函館市 市長
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017041300
035/

北海道 小樽市 市長
https://www.city.otaru.lg.jp/simin/koseki/bangouseido/d
okujiriyoujimu.html

北海道 室蘭市 市長
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/mynumber_t
op.html

北海道 北見市 市長 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2016022600010/

北海道 夕張市 市長
http://www.city.yubari.lg.jp/kurashi/mynumberseido/myn
umber.html

北海道 網走市 市長
http://www.city.abashiri.hokkaido.jp/030shisei/030jouho
ukoukai/mynumber-tokutei-hyouka150326.html

北海道 苫小牧市 市長
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kurashi/mynumb
er/dokuji.html

北海道 稚内市 市長
http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shisei/seidojorei/
mynumber/dokujiriyou.html

北海道 美唄市 市長
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/20181220
00011/

北海道 江別市 市長
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/kikaku/46567
.html

北海道 赤平市 市長
http://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/201502120001
6/

北海道 紋別市 市長
http://mombetsu.jp/sisei/sisaku/2017-0426-1546-
113.html

北海道 根室市 市長
http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/sou
mubu/jyouhou/4/my/1641.html

北海道 千歳市 市長
http://www.city.chitose.lg.jp/docs/95-74323-162-
1082.html

北海道 滝川市 市長
https://www.city.takikawa.hokkaido.jp/210shimin/05hoke
n/kouikikoreisya.html

北海道 富良野市 市長
http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2015012000021
/

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 伊達市 市長
http://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/000004
21.html

北海道 石狩市 市長
http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/jyouhou/143
55.html

北海道 北斗市 市長 http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/2593.html

北海道 当別町 町長
http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/site/mynumber/14
843.html

北海道 松前町 町長
http://www.town.matsumae.hokkaido.jp/hotnews/detail/
00000123.html

北海道 知内町 町長
http://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/chosei/johokokai/
tokuteikojinjyouhou.html

北海道 木古内町 町長
http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/joho/dokujiri
youjimu.html

北海道 七飯町 町長
http://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/0000
6407.html

北海道 森町 町長
http://www.town.hokkaido-
mori.lg.jp/docs/2015012700013/



北海道 江差町 町長 作業中

北海道 上ノ国町 町長 作業中

北海道 乙部町 町長
http://www.town.otobe.lg.jp/section/soumu/e0taal00000
05ir6.html

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

北海道 せたな町 町長
http://www.town.setana.lg.jp/kurashi/mynumber/post_65
4.html

北海道 寿都町 町長 http://www.town.suttu.lg.jp/life/detail.php?id=96

北海道 黒松内町 町長
http://www.kuromatsunai.com/town/townlife/other/file0
07.html

北海道 蘭越町 町長
http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/topics/2017/03/p
ost_425.html

北海道 ニセコ町 町長
https://www.town.niseko.lg.jp/kurashi/todokede/my_num
ber/

北海道 岩内町 町長 http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/?page_id=33162

北海道 積丹町 町長 作業中

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

北海道 南幌町 町長
http://www.town.nanporo.hokkaido.jp/seisaku/tokuteikoz
innzyouhou/dokziriyou/

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

北海道 由仁町 町長
http://www.town.yuni.lg.jp/01020101somu_syomu07_num
ber.html

北海道 月形町 町長 http://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/4264.htm

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

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

北海道 北竜町 町長
http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/content/kurashi64.
php

北海道 比布町 町長 作業中

北海道 上川町 町長
http://www.town.hokkaido-
kamikawa.lg.jp/section/kikakusoumu/d57c9r0000000wrd.
html

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

北海道 中富良野町 町長
http://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00000
925.html

北海道 剣淵町 町長
http://www.town.kembuchi.hokkaido.jp/kurashi/juumin/
mynumber/

北海道 音威子府村 村長
https://www.vill.otoineppu.hokkaido.jp/gyousei/gyouzais
ei/2017-0509-1106-14.html

北海道 中川町 町長
http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/category/jouhou
/mynumber.html

北海道 幌加内町 町長 http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/5595

北海道 増毛町 町長
http://www.town.mashike.hokkaido.jp/menu/kakuka/sou
mu/mynumber_jouhoukannri/index.html

北海道 小平町 町長
http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/0000
0140.html

北海道 羽幌町 町長
https://www.town.haboro.lg.jp/kurashi/madoguchi/mynu
mber/2015-02mynumber.html



北海道 天塩町 町長 http://www.teshiotown.hokkaido.jp/?page_id=18149

北海道 猿払村 村長
http://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/000
01719.html

北海道 浜頓別町 町長
http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/docs/20171
22500019/

北海道 中頓別町 町長
http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/bunya/1288
8

北海道 枝幸町 町長 http://www.esashi.jp/town/page.html?id=175

北海道 豊富町 町長
http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/section/soumuka
/a7cug60000000rc7.html

北海道 幌延町 町長
http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/section/s
oumu/le009f0000009awi.html

北海道 美幌町 町長
http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/201412030001
6/

北海道 小清水町 町長
http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/
00003246.html

北海道 訓子府町 町長
http://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/hukusihoken
/iryokyuhu/jyuudoiryou.html

北海道 置戸町 町長 http://www.town.oketo.hokkaido.jp/chosei/mainannba-/

北海道 佐呂間町 町長
http://www.town.saroma.hokkaido.jp/kakuka/soumuka/m
ynumber.html

北海道 湧別町 町長
http://www.town.yubetsu.lg.jp/40gyosei/05policy/bango
seido/bangosedo.html

北海道 滝上町 町長
http://www.town.takinoue.hokkaido.jp/kurashi/bangoseid
o/about.html

北海道 豊浦町 町長
http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/detail/00
002143.html

北海道 壮瞥町 町長
http://www.town.sobetsu.lg.jp/kurashi/joho/mainanba.ht
ml

北海道 白老町 町長
http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/201410200001
9/

北海道 洞爺湖町 町長
http://www.town.toyako.hokkaido.jp/town_guide/registra
tion/reg014/p006/

北海道 安平町 町長 http://www.town.abira.lg.jp/kurashi/kurashi-guide/iryohi

北海道 日高町 町長
http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/soumu/sou
mu-mynumber.html

北海道 平取町 町長 http://www.town.biratori.hokkaido.jp/kurashi/mynumber

北海道 音更町 町長
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-
seikatu/mynumber/dokujiriyoujimu.html

北海道 鹿追町 町長
https://www.town.shikaoi.lg.jp/gyosei/choseijoho_kohyo/
hogohyouka/

北海道 幕別町 町長
http://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/mynumber/20
18-0214-1319-42.html

北海道 足寄町 町長
http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/shigoto/mynumber.
html

北海道 釧路町 町長
http://www.town.kushiro.lg.jp/living-
guide/10104/00021/205231340810.html

北海道 厚岸町 町長
https://www.akkeshi-
town.jp/kurashi/shomei/mynumber/tokuteikojin/

北海道 浜中町 町長
http://www.townhamanaka.jp/kakuka/soumuka/jyouhou_
kanri/2017-0505-1559-32.html

北海道 標茶町 町長
https://town.shibecha.hokkaido.jp/gyousei/sesaku_keika
ku_kouhyoushiryou/mynumber_only.html

北海道 弟子屈町 町長
https://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/kurashi/kurashi_
tetsuzuki/zeikin/1417.html



北海道 鶴居村 村長 http://www.vill.tsurui.lg.jp/kurashi/mynumber/index.html

北海道 白糠町 町長
http://www.town.shiranuka.lg.jp/section/kikaku/h8v21a0
000000whp.html

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

青森県 弘前市 市長
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/seido/mynumb
er_jyouhourenkei_dokujiriyou.html

青森県 黒石市 市長
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Topics/Top_Mynum_d
okuji_todokede.html

青森県 五所川原市 市長
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/mynumber/20
17-0322-1100-97.html

青森県 十和田市 市長 http://www.city.towada.lg.jp/docs/2017122000021/

青森県 三沢市 市長 http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/19,0,96,485,html

青森県 むつ市 市長
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/13,39450,15,828,ht
ml

青森県 つがる市 市長
https://www.city.tsugaru.aomori.jp/life/mynumber/2387.
html

青森県 平川市 市長
https://www.city.hirakawa.lg.jp/kurashi/mynumber/hirak
awasi_mynumberjimu.html

青森県 平内町 町長
http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/6,0,76,298,h
tml

青森県 今別町 町長
http://www.town.imabetsu.lg.jp/gyousei/my_number/tod
okedesho.html

青森県 蓬田村 村長 http://www.vill.yomogita.lg.jp/4-1todoke.html

青森県 鰺ヶ沢町 町長 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/?page_id=18172

青森県 藤崎町 町長
http://www.town.fujisaki.lg.jp/index.cfm/7,10201,68,333,h
tml

青森県 大鰐町 町長 http://www.town.owani.lg.jp/index.cfm/7,5472,73,html

青森県 田舎館村 村長 http://www.vill.inakadate.lg.jp/docs/2017121400013/

青森県 板柳町 町長
https://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/info-
details.php?BunruiID=2&id=2152

青森県 野辺地町 町長
http://www.town.noheji.aomori.jp/life/seikatsu/mynumbe
r

青森県 七戸町 町長
http://www.town.shichinohe.lg.jp/kurashi/madoguchi/jyu
uminhyou/post-117.html

青森県 六戸町 町長
http://www.town.rokunohe.aomori.jp/kurashi_kojinbango_
dokujiriyojimu.html

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

青森県 風間浦村 村長 http://www.kazamaura.jp/administration/mynumber.html

青森県 佐井村 村長 http://www.vill.sai.lg.jp/gyousei/gyousei_b09.html

青森県 五戸町 町長
http://www.town.gonohe.aomori.jp/kurashi/soumu/2017
-0522-1013-57.html

青森県 田子町 町長 http://www.town.takko.lg.jp/index.cfm/9,6825,102,html

青森県 南部町 町長
http://www.town.aomori-
nanbu.lg.jp/index.cfm/6,32,81,316,html

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

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



岩手県 宮古市 市長
http://www.city.miyako.iwate.jp/somu/mynumbredokujiri
you.html

岩手県 花巻市 市長
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/todokede/m
ynumber/1004695.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 久慈市 市長
http://www.city.kuji.iwate.jp/soumuka/gyousei-
g/dokujiriyou.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 市長
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/mynumber/det
ail/1208792_3218.html

岩手県 八幡平市 市長
https://www.city.hachimantai.lg.jp/soshiki/kizai/8932.ht
ml

岩手県 奥州市 市長 https://www.city.oshu.iwate.jp/soshiki/2/3504.html

岩手県 滝沢市 市長
https://www.city.takizawa.iwate.jp/admin/keiei/_9132.ht
ml

岩手県 岩手町 町長 http://town.iwate.iwate.jp/life/mynunber_dokujiriyou-1/

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

岩手県 田野畑村 村長 https://www.vill.tanohata.iwate.jp/docs/2018090300038/

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

宮城県 仙台市 市長
http://www.city.sendai.jp/joho-
kikaku/shise/security/johoka/hosho/index.html

宮城県 石巻市 市長
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10102000/isge3/b
angoseido.html

宮城県 塩竈市 市長
https://www.city.shiogama.miyagi.jp/seisaku/mainamba/
mainamber-dokujiriyoujimu.html

宮城県 気仙沼市 市長
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s196/2018082814
2414.html

宮城県 白石市 市長 http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/6/274.html

宮城県 名取市 市長
http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/shisei/n
ode_44503

宮城県 角田市 市長 http://www.city.kakuda.lg.jp/soumu/page00123.shtml

宮城県 多賀城市 市長
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/joho/kurashi/koseki/d
okujiriyou.html

宮城県 岩沼市 市長
https://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/mynumber/
mynumber/dokujiriyo.html

宮城県 登米市 市長
https://www.city.tome.miyagi.jp/simin/kurashi/todokede
/mynumber/mainannba.html

宮城県 栗原市 市長
https://www.kuriharacity.jp/w009/020/010/010/010/28
647.html

宮城県 東松島市 市長
https://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/index.cfm/
22,11925,71,html

宮城県 大崎市 市長
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

宮城県 蔵王町 町長
http://www.town.zao.miyagi.jp/kurashi/kurashi_guide/sei
katsu_kankyo/mynumber/mynumber.html

宮城県 七ヶ宿町 町長
http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/life/fukushi.htm
l

宮城県 大河原町 町長 https://www.town.ogawara.miyagi.jp/1300.htm



宮城県 村田町 町長
http://www.town.murata.miyagi.jp/cyosei/seisaku/mynu
mber/index.html

宮城県 柴田町 町長
http://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/82,27240,16
3,289,html

宮城県 亘理町 町長
http://www.town.watari.miyagi.jp/index.cfm/25,35962,24
3,html

宮城県 山元町 町長 作業中

宮城県 七ヶ浜町 町長
http://www.shichigahama.com/benricho/joho/d87-
210.html

宮城県 利府町 町長
http://www.town.rifu.miyagi.jp/www/contents/15263516
52439/index.html

宮城県 大和町 町長
https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/soumu/5058.ht
ml

宮城県 大衡村 村長
http://www.village.ohira.miyagi.jp/03kurashi/2015-0330-
2115-4.html

宮城県 加美町 町長
http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/6,11266,136,ht
ml

宮城県 涌谷町 町長
http://www.town.wakuya.miyagi.jp/gyose/kakuka/mynum
ber/index.html

宮城県 女川町 町長 http://www.town.onagawa.miyagi.jp/mynumber.html

宮城県 南三陸町 町長
http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/8,85
65,48,326,html

秋田県 秋田市 市長
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/mynumber/1002708.
html

秋田県 能代市 市長 http://www.city.noshiro.akita.jp/c.html?seq=12594

秋田県 横手市 市長
https://www.city.yokote.lg.jp/kurashi/1001137/1001208
/1003793.html

秋田県 大館市 市長
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/densan/68-
7545.html

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

秋田県 湯沢市 市長 http://www.city-yuzawa.jp/special/1146.html

秋田県 鹿角市 市長
https://www.city.kazuno.akita.jp/kurashi_tetuzuki/todoke
de_shomei/1/4502.html

秋田県 由利本荘市 市長
https://www.city.yurihonjo.lg.jp/kurashi/register/c1093/
5725

秋田県 北秋田市 市長
http://www.city.kitaakita.akita.jp/shigoto/shiminseikatsu_
shimin/kokuhonenkin/dokujiriyoujimu.html

秋田県 にかほ市 市長
http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html
?id=2036

秋田県 小坂町 町長
https://www.town.kosaka.akita.jp/machinososhiki/somuk
a/somukanzaihan/3/1966.html

秋田県 三種町 町長
http://www.town.mitane.akita.jp/administration/detail.ht
ml?category_id=124&article_id=5500

秋田県 八峰町 町長 http://www.town.happou.akita.jp/docs/2017041300011/

秋田県 八郎潟町 町長 http://www.town.hachirogata.akita.jp/c1/c90/1958

秋田県 大潟村 村長 http://www.ogata.or.jp/outline/privacy_officework.html

秋田県 美郷町 町長 http://www.town.misato.akita.jp/mynumber/1126.html

秋田県 羽後町 町長
http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=
1737&category_id=49

秋田県 東成瀬村 村長 http://www.higashinaruse.com/?page_id=9998



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

山形県 山形市 市長
https://www.city.yamagata-
yamagata.lg.jp/shiseijoho/sub12/mynumber/47929todok
ede html

山形県 米沢市 市長 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/2418.html

山形県 酒田市 市長
http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/mynocard/dokujiriyo
u.html

山形県 村山市 市長
http://www.city.murayama.lg.jp/kurashi/tetsuzuki/mynu
mber/mynumberriyou.html

山形県 長井市 市長
https://www.city.nagai.yamagata.jp/all_the_citizens/tetsu
duki_todokede_shinsei/3/9492.html

山形県 東根市 市長 http://www.city.higashine.yamagata.jp/7666.html

山形県 南陽市 市長
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/ziyouhoukoukai/690.
html

山形県 川西町 町長
http://www.town.kawanishi.yamagata.jp/kurashi/syomei/
dokujiriyo.html

山形県 小国町 町長
http://www.town.oguni.yamagata.jp/info/admin/02_mynu
mber.html

山形県 白鷹町 町長 http://www.town.shirataka.lg.jp/dd.aspx?menuid=2047

山形県 飯豊町 町長
https://www.town.iide.yamagata.jp/001/bangou-
dokujiriyou.html

山形県 庄内町 町長
http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/mynumber/dokuzir
iyozimu.html

山形県 遊佐町 町長
http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/somu/jyoho/doku
ji.html

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 会津若松市 市長
http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/20150
32600034/

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

福島県 白河市 市長
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/page00294
8.html

福島県 須賀川市 市長 http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/10612.htm

福島県 喜多方市 市長
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/jyouhou/
10014.html

福島県 相馬市 市長
https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/johosei
sakuka/4835.html

福島県 二本松市 市長 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page000598.html

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

福島県 伊達市 市長
https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/soshiki/3/21279.html

福島県 本宮市 市長
http://www.city.motomiya.lg.jp/site/mynumber/mynumb
er-tokuoteikojinjoho-dokuji.html

福島県 桑折町 町長
https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/zeiju/1/1/2
503.html

福島県 国見町 町長
https://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/1/2162.ht
ml

福島県 下郷町 町長
https://www.town.shimogo.fukushima.jp/life/number/297
.html

福島県 南会津町 町長 http://www.minamiaizu.org/gyousei/cat134/001969.php



福島県 会津坂下町 町長
http://www.town.aizubange.fukushima.jp/soshiki/2/3273.
html

福島県 会津美里町 町長
https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/s012/030/KD
B030/050/20170322120022.html

福島県 西郷村 村長
https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/kurashi/todokede/
mynumber/dokuji/

福島県 泉崎村 村長
http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/page/page001009.
html

福島県 中島村 村長 http://www.vill-nakajima.jp/page/page000419.html

福島県 矢吹町 町長
http://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page002438.h
tml

福島県 塙町 町長
http://www.town.hanawa.fukushima.jp/page/page000218.
html

福島県 三春町 町長
http://www.town.miharu.fukushima.jp/soshiki/2/todoked
e.html

福島県 広野町 町長
http://www.town.hirono.fukushima.jp/chominhoken/mynu
mber_dokujiriyoujimu.html

福島県 新地町 町長 https://www.shinchi-town.jp/soshiki/1/dokujiriyou.html

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

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

茨城県 日立市 市長
https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/001/011/p059495.h
tml

茨城県 土浦市 市長 http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page006791.html

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

茨城県 結城市 市長 http://www.city.yuki.lg.jp/page/page003760.html

茨城県 龍ケ崎市 市長
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/shisei/johokokai/ko
jinjouho/2017040400064.html

茨城県 下妻市 市長 http://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page001896.html

茨城県 常総市 市長
http://www.city.joso.lg.jp/gyosei/keikaku/mainanba/142
2582448930.html

茨城県 常陸太田市 市長
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page003348.ht
ml

茨城県 高萩市 市長
http://www.city.takahagi.ibaraki.jp/page/page002616.htm
l

茨城県 北茨城市 市長 http://www.city.kitaibaraki.lg.jp/docs/2016092000017/

茨城県 笠間市 市長 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page006062.html

茨城県 取手市 市長
https://www.city.toride.ibaraki.jp/joho/kurashi/mynumbe
r/dokujiriyoujimu.html

茨城県 牛久市 市長 http://www.city.ushiku.lg.jp/page/page006318.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 ひたちなか市 市長
http://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/2/2/mynumber
/10543.html

茨城県 鹿嶋市 市長
https://www.city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/20/19072.ht
ml

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



茨城県 守谷市 市長
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/gyoukaku/bang
oseido/shikumi/riyoujimu.html

茨城県 常陸大宮市 市長 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/page002573.html

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

茨城県 筑西市 市長 http://www.city.chikusei.lg.jp/page/page004201.html

茨城県 坂東市 市長 http://www.city.bando.lg.jp/page/page004160.html

茨城県 稲敷市 市長 https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page007206.html

茨城県 かすみがうら市 市長
https://www.city.kasumigaura.lg.jp/page/page002665.ht
ml

茨城県 桜川市 市長 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/page/page003898.html

茨城県 神栖市 市長 http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/10418.htm

茨城県 行方市 市長
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page008934.h
tml

茨城県 鉾田市 市長 http://www.city.hokota.lg.jp/page/page000811.html

茨城県 つくばみらい市 市長
http://www.city.tsukubamirai.lg.jp/sp/page/page002316.
html

茨城県 茨城町 町長
http://www.town.ibaraki.lg.jp/soshiki/division3/chomin/
mynumber/1493271430785.html

茨城県 大洗町 町長
http://www.town.oarai.lg.jp/~soumu/cyosei/info-2906-
208_3.html

茨城県 城里町 町長 http://www.town.shirosato.lg.jp/page/page002131.html

茨城県 東海村 村長
https://www.vill.tokai.ibaraki.jp/kurashi_tetsuzuki/koseki_
todokede_shomei/mynumber/2915.html

茨城県 大子町 町長 http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002370.html

茨城県 美浦村 村長 http://www.vill.miho.lg.jp/page/page004754.html

茨城県 阿見町 町長 http://www.town.ami.lg.jp/0000003761.html

茨城県 河内町 町長
http://www.town.ibaraki-
kawachi.lg.jp/page/page000585.html

茨城県 八千代町 町長
http://www.town.ibaraki-
yachiyo.lg.jp/page/page001568.html

茨城県 五霞町 町長 https://www.town.goka.lg.jp/page/page002461.html

茨城県 境町 町長 http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001215.html

茨城県 利根町 町長 http://www.town.tone.ibaraki.jp/page/page002399.html

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

栃木県 足利市 市長 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/soshiki/a08/

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

栃木県 鹿沼市 市長
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0077/info-
0000003675-0.html

栃木県 日光市 市長
https://www.city.nikko.lg.jp/soumu/gyoukaku/my-
number-jyohorenkei.html

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



栃木県 さくら市 市長
http://www.city.tochigi-
sakura.lg.jp/soshiki/2/mynumber-dokuji.html

栃木県 那須烏山市 市長
http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,31688,
150,458,html

栃木県 那須町 町長
http://www.town.nasu.lg.jp/0299/info-0000001563-
1.html

群馬県 高崎市 市長
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2018113000044
/

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

群馬県 下仁田町 町長 http://www.town.shimonita.lg.jp/m06/m15/m10/006.html

群馬県 明和町 町長
https://www.town.meiwa.mie.jp/main/soshiki/soumu/zai
seik/mynumber.html

埼玉県 川越市 市長
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/mynumber/m
ynumber_start.html

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

埼玉県 行田市 市長
http://www.city.gyoda.lg.jp/11/02/10/number_original.ht
ml

埼玉県 行田市 市長
https://www.city.gyoda.lg.jp/kurashi/todokede_syomei/m
y_number/5420.html

埼玉県 所沢市 市長
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kenko/syogaifuku
shi/syogfu20160726180243240.html

埼玉県 飯能市 市長 https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/31

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 狭山市 市長
https://www.city.sayama.saitama.jp/shisei/johokokai/14
100020201002.html

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

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

埼玉県 深谷市 市長
http://www.city.fukaya.saitama.jp/kurashi/sonota/sonot
a/1425530657159.html

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

埼玉県 草加市 市長
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1212/030/PAGE
000000000000051888.html

埼玉県 越谷市 市長
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kura
shi/mynumber/seido/20170410114347837.html

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

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

埼玉県 朝霞市 市長 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/2/dokujiriyou.html

埼玉県 和光市 市長
http://www.city.wako.lg.jp/home/shisei/_13209/_14785/_
15719.html

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

埼玉県 新座市 市長
http://www.city.niiza.lg.jp/site/mynumber/dokujijimu.htm
l

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

埼玉県 久喜市 市長
http://www.city.kuki.lg.jp/shisei/seisaku_keikaku/mynum
ber/dokuzi.html



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

埼玉県 三郷市 市長 http://www.city.misato.lg.jp/8402.htm

埼玉県 蓮田市 市長
https://www.city.hasuda.saitama.jp/densan/shise/mynu
mber/renkei.html

埼玉県 坂戸市 市長 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/7/977.html

埼玉県 幸手市 市長
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/life_cityadmin/munici
pal_administration/7/4/5293.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 市長
https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/51/54/6267.
html

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

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

埼玉県 白岡市 市長 http://www.city.shiraoka.lg.jp/11209.htm

埼玉県 三芳町 町長
https://www.town.saitama-
miyoshi.lg.jp/town/yakuba/2017-0404-1651-13.html

埼玉県 毛呂山町 町長
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1
492044166754/index.html

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

埼玉県 小川町 町長 http://www.town.ogawa.saitama.jp/0000000880.html

埼玉県 寄居町 町長
http://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/02/mynumber.h
tml

埼玉県 宮代町 町長 http://www.town.miyashiro.lg.jp/0000005538.html

埼玉県 杉戸町 町長 https://www.town.sugito.lg.jp/cms/page13435.html

千葉県 千葉市 市長
https://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/dokujiriyo
ujimu.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 館山市 市長
http://www.city.tateyama.chiba.jp/jouhou/page100138.ht
ml

千葉県 木更津市 市長
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/koseki/mynumbe
r/index.html

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

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

千葉県 茂原市 市長 https://www.city.mobara.chiba.jp/0000001775.html

千葉県 成田市 市長
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page306300.htm
l

千葉県 佐倉市 市長 http://www.city.sakura.lg.jp/0000012553.html

千葉県 東金市 市長 http://www.city.togane.chiba.jp/0000008190.html

千葉県 勝浦市 市長
http://www.city.katsuura.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_i
d=40885

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 八千代市 市長 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/20504/page200004.html

千葉県 鴨川市 市長
http://www.city.kamogawa.lg.jp/soshiki_ichiran/somu/gy
omuannai/my_number/1490764560782.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 君津市 市長 https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/8/2363.html

千葉県 浦安市 市長
http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/1008963/10
16801.html

千葉県 四街道市 市長
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/bangoseido/
mynumberseido/dokujiriyoujimu.html

千葉県 袖ケ浦市 市長
http://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/somu/mynumber
.html

千葉県 八街市 市長 https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/12/1619.html

千葉県 印西市 市長 http://www.city.inzai.lg.jp/0000006609.html

千葉県 白井市 市長
http://www.city.shiroi.chiba.jp/shisei/shisaku/s09/14918
10264057.html

千葉県 富里市 市長 http://www.city.tomisato.lg.jp/0000008442.html

千葉県 南房総市 市長 http://www.city.minamiboso.chiba.jp/0000009916.html

千葉県 匝瑳市 市長 http://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/18,39266,284,html

千葉県 香取市 市長
https://www.city.katori.lg.jp/living/todokede_toroku/my-
number-seido/dokujiriyoujimu.html

千葉県 山武市 市長 http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/4/dokujiriyo.html

千葉県 いすみ市 市長
http://www.city.isumi.lg.jp/shimin/tetsuduki/cat1605/po
st_455.html

千葉県 酒々井町 町長 https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2017042500038/

千葉県 栄町 町長 http://www.town.sakae.chiba.jp/index.php?code=3653

千葉県 神崎町 町長
http://www.town.kozaki.chiba.jp/01kurashi/madoguchi/m
ynumber/2017-0411-0901-31.html

千葉県 多古町 町長 https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018011800234/

千葉県 芝山町 町長 http://www.town.shibayama.lg.jp/0000003063.html

千葉県 一宮町 町長 https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/kurashi/3/3.html

千葉県 睦沢町 町長 http://www.town.mutsuzawa.chiba.jp/

千葉県 長生村 村長 http://www.vill.chosei.chiba.jp/0000000834.html

千葉県 白子町 町長 http://www.town.shirako.lg.jp/0000001994.html

千葉県 長柄町 町長 https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/1/9.html

千葉県 長南町 町長
http://www.town.chonan.chiba.jp/kurashi/syakaihosyouz
eibangouseido/5211/

千葉県 大多喜町 町長 http://www.town.otaki.chiba.jp/index.cfm/6,8450,80,html

千葉県 御宿町 町長 http://www.town.onjuku.chiba.jp/sub5/5/20.html



千葉県 鋸南町 町長
http://www.town.kyonan.chiba.jp/kyonan/categories/cat
egories14260/

東京都 東京都 知事
https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/ict/mynumb
er.html

東京都 千代田区 区長
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 目黒区 区長
https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/my-
number/system/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 大田区 区長
http://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/toriku
mi/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 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 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 区長
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 葛飾区 区長
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/1003
409/1014476.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 府中市 市長
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/
gyosei/mynumber/dokujiriyoujimu.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/contents/14907657
32327/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 http://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 利島村 村長 http://www.toshimamura.org/news/1107



神奈川県 川崎市 市長
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-8-9-7-
0-0-0-0-0-0.html

神奈川県 平塚市 市長
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/i/number/page-
c_01492.html

神奈川県 鎌倉市 市長
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gyousei/29mynu
mber_dokujiriyou1.html

神奈川県 小田原市 市長
https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/myn
umber/p20859.html

神奈川県 茅ヶ崎市 市長
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/1010719/1010720
.html

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

神奈川県 三浦市 市長
http://www.city.miura.kanagawa.jp/seisaku/mynumber/d
okujiriyoujimu.html

神奈川県 秦野市 市長
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/149
1306125125/index.html

神奈川県 厚木市 市長
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/totokeze
i/todokede/bangoseido/d035985.html

神奈川県 大和市 市長
http://www.city.yamato.lg.jp/web/jyoho/mynumberdokuji
riyou.html

神奈川県 海老名市 市長
http://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/todokede/myn
umber/1002833.html

神奈川県 座間市 市長
https://www.city.zama.kanagawa.jp/www/contents/1464
235579776/index.html

神奈川県 南足柄市 市長
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/machi/seisa
ku/syakai_zeibangou/p03606.html

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

神奈川県 寒川町 町長
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/somu/s
omu/gyoseisomu/info/myno_todokedesyo.html

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

神奈川県 二宮町 町長
http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/seisakus
omu/kikakuseisaku/kikakuchosei/c04/t02/14417609489
24.html

神奈川県 中井町 町長
https://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.asp
x?info_id=8957

神奈川県 松田町 町長
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/3/tokuteikoji
n.html

神奈川県 山北町 町長 http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/0000003341.html

神奈川県 開成町 町長
http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx
?info_id=10420

神奈川県 箱根町 町長
http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/11,0,64,
233,html

神奈川県 真鶴町 町長
http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/soshiki/kikaku/k
ikakujoho/869.html

神奈川県 愛川町 町長
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kurashi/mynumber
/1451018685061.html

新潟県 新潟市 市長
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/sonota/ban
goseido/number-riyou.html

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

新潟県 三条市 市長
https://www.city.sanjo.niigata.jp/kurashi_tetsuzuki/munu
mber/6349.html

新潟県 柏崎市 市長
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/jtokei/shise/jsesaku/
mynumber/1704132000.html



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

新潟県 小千谷市 市長
http://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/somu/dokujiriyouj
imu.html

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

新潟県 燕市 市長 http://www.city.tsubame.niigata.jp/life/002001029.html

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

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

富山県 富山市 市長
http://www.city.toyama.toyama.jp/kikakukanribu/johotok
eika/dokujiriyo_1.html

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

富山県 魚津市 市長
http://www.city.uozu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?p
rev=1&servno=11269

富山県 氷見市 市長
https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/shisei/johokokai
/1/2608.html

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

富山県 黒部市 市長
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?
servno=8069

富山県 砺波市 市長 http://www.city.tonami.toyama.jp/info/1535693818.html

富山県 小矢部市 市長
http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/mynum/15353
3163540.html

富山県 南砺市 市長
https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=17764

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

富山県 上市町 町長
https://www.town.kamiichi.toyama.jp/guide/svGuideDtl.a
spx?servno=3569

富山県 立山町 町長
http://www.town.tateyama.toyama.jp/pub/guide/svGuide
Dtl.aspx?servno=4559

富山県 朝日町 町長
http://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/kikaku/mynum
ber_01.html

石川県 金沢市 市長
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13021/bangoseido/bang
o_riyojimu.html

石川県 七尾市 市長
http://www.city.nanao.lg.jp/soumu/kurashi/mainanber/d
okujiriyou/mynumberdokujiriyou.html

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

石川県 輪島市 市長
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2016092000017
/

石川県 加賀市 市長
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/soumu/toukeijouhou/jo
horenkeiwotomonaudokujiriyou.html

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

石川県 宝達志水町 町長
http://www.town.shika.ishikawa.jp/soumu/my_number.ht
ml

石川県 能登町 町長
http://www.town.noto.lg.jp/www/info/detail.jsp?common
_id=7327

福井県 福井市 市長
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/plan/sonota/dokujiriyouj
imu.html

福井県 敦賀市 市長
https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_divi
sion/soumu_bu/soumu_ka/mynumber-dokujijimu.html

福井県 小浜市 市長 http://www1.city.obama.fukui.jp/obm/todoke/



福井県 勝山市 市長 https://www.city.katsuyama.fukui.jp/life/1/2/11/

福井県 鯖江市 市長
https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/todoke
de/mainanba_seido/Somu0120170329.html

福井県 あわら市 市長
http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/cityinfo/cityinfo01
/cityinfo0101/dokujiriyoujimu.html

福井県 越前市 市長
https://www.city.echizen.lg.jp/office/010/021/mynumbe
r/todokede.html

福井県 坂井市 市長
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/somu/kurashi/my-
number/dokujiriyou.html

福井県 永平寺町 町長
http://www.town.eiheiji.lg.jp/200/206/1002/p002636.htm
l

福井県 池田町 町長
http://www.town.ikeda.fukui.jp/kurashi/koseki/1122/p00
2334.html

福井県 南越前町 町長
https://www.town.minamiechizen.lg.jp/tyousei/706/p002
415.html

福井県 越前町 町長
http://www.town.echizen.fukui.jp/kurashi/02/05/p00526
6.html

福井県 美浜町 町長
http://www.town.fukui-
mihama.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=4567

山梨県 富士吉田市 市長
http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/forms/info/info.
aspx?info_id=6384

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

山梨県 山梨市 市長
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/citizen/docs/10
7695.html

山梨県 大月市 市長
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/shisei/jyohokokai/m
y_number_dokujiriyoujimu.html

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

山梨県 南アルプス市 市長
https://www.city.minami-
alps.yamanashi.jp/docs/5269.html

山梨県 北杜市 市長 https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/1956.html

山梨県 笛吹市 市長
https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/joho/kurashi/todo
kede/mynumber/riyobamen/dokujiriyojimu.html

山梨県 上野原市 市長
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/do
kujiriyou.html

山梨県 甲州市 市長
http://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/add_doc/deta
il/番号法第9条第2項の規定に基づく事務(独自利用事
務)について

山梨県 忍野村 村長 http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2017041100017/

山梨県 鳴沢村 村長
http://www.vill.narusawa.yamanashi.jp/forms/info/info.as
px?info_id=35864

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

山梨県 富士河口湖町 町長
http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/info/info.php?if_id=
3414&ka_id=3

長野県 長野市 市長
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shomu/15255
0.html

長野県 松本市 市長
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/my_number
/dokujiriyou.html

長野県 上田市 市長
http://www.city.ueda.nagano.jp/somu/shise/seido/mynu
mber.html

長野県 飯田市 市長
http://www.city.iida.lg.jp/site/mynumber/mynumber-
jyouhourenkei101.html

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



長野県 小諸市 市長
https://www.city.komoro.lg.jp/official/kurashi_tetsuzuki/
todokede_shomei/mynumber_jukinet/9844.html

長野県 伊那市 市長 http://www.inacity.jp/kurashi/my_number/index.html

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

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

長野県 飯山市 市長
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/jy
ohoseisaku/mynumberdokujiriyoujimu

長野県 塩尻市 市長
http://www.city.shiojiri.lg.jp/kurashi/mynumber/dokuji.ht
ml

長野県 佐久市 市長
http://www.city.saku.nagano.jp/kurashi/mynumber/main
annba-.html

長野県 千曲市 市長 http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2017042600035/

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

長野県 佐久穂町 町長
https://www.town.sakuho.nagano.jp/todokede/todokede
/mynumber/index.html

長野県 立科町 町長 http://www.town.tateshina.nagano.jp/0000000962.html

長野県 飯島町 町長 http://www.town.iijima.lg.jp/bangoseido.html

長野県 南箕輪村 村長
https://www.vill.minamiminowa.lg.jp/soshiki/chiiki/securi
ty.html

長野県 宮田村 村長
https://www.vill.miyada.nagano.jp/life/pages/root/10480
-028/dokuziriyouzimu?

長野県 松川町 町長
http://www.matsukawa-town.jp/cms-
sypher/www/life_genre/result.jsp?life_genre_level1=1&life
genre level2=37&life genre=836

長野県 高森町 町長
http://www.town.nagano-
takamori.lg.jp/kurashi/1/2534.html

長野県 喬木村 村長 http://www.vill.takagi.nagano.jp/docs/2016031201109/

長野県 豊丘村 村長
http://www.vill.nagano-toyooka.lg.jp/07todokee/2015-
0828-1611-10.html

長野県 王滝村 村長
http://www.vill.otaki.nagano.jp/mura_keikaku/dokujiriyouji
mu.html

長野県 池田町 町長 https://www.ikedamachi.net/0000002452.html

長野県 松川村 村長
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/gyousei-
joho/archives/003634.php

長野県 坂城町 町長
http://www.town.sakaki.nagano.jp/www/contents/14519
54123343/index.html

長野県 高山村 村長 https://www.vill.takayama.nagano.jp/docs/137.html

長野県 山ノ内町 町長
http://www.town.yamanouchi.nagano.jp/kenkofukushi/do
kuji.html

長野県 信濃町 町長 https://www.town.shinano.lg.jp/docs/115221.html

長野県 小川村 村長 http://www.vill.ogawa.nagano.jp/myno.html

長野県 飯綱町 町長 https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/741.html

岐阜県 岐阜市 市長 https://www.city.gifu.lg.jp/28026.htm

岐阜県 大垣市 市長 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000025997.html

岐阜県 関市 市長 https://www.city.seki.lg.jp/0000011196.html



岐阜県 中津川市 市長
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/soshikikarasagasu/so
muka/1/1/2039.html

岐阜県 美濃市 市長 http://www.city.mino.gifu.jp/pages/31657

岐阜県 瑞浪市 市長 http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2015101000024/

岐阜県 恵那市 市長
http://www.city.ena.lg.jp/kurashi/support/tetsuzuki/myn
umber/mynumber

岐阜県 土岐市 市長 http://www.city.toki.lg.jp/docs/8410.html

岐阜県 各務原市 市長
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kenko/68/index.h
tml

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

岐阜県 山県市 市長
http://www.city.yamagata.gifu.jp/shisei/mynumber/p-
8633.html

岐阜県 瑞穂市 市長 http://www.city.mizuho.lg.jp/5742.htm

岐阜県 本巣市 市長
http://www.city.motosu.lg.jp/life/jouhou/tokutei_kojinjoh
o/

岐阜県 下呂市 市長
http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/
node_1025/node_1027/node_41352

岐阜県 海津市 市長 https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000000434.html

岐阜県 岐南町 町長 http://www.town.ginan.lg.jp/docs/2017011600028/

岐阜県 笠松町 町長
http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2017042500014
/

岐阜県 養老町 町長 http://www.town.yoro.gifu.jp/docs/2016020300110/

岐阜県 垂井町 町長 http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2016092700030/

岐阜県 関ケ原町 町長 http://www.town.sekigahara.gifu.jp/4187.htm

岐阜県 神戸町 町長 http://www.town.godo.gifu.jp/politics/politics26.html

岐阜県 輪之内町 町長
http://town.wanouchi.gifu.jp/organization/rules/jyouhour
ennkeitodokede/

岐阜県 安八町 町長

http://www.town.anpachi.gifu.jp/2017/04/25/%e3%83%9e
%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e
3%82%92%e7%8b%ac%e8%87%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%
81%99%e3%82%8b%e4%ba%8b%e5%8b%99%e3%81%ab%e3%81
%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

岐阜県 揖斐川町 町長 http://www.town.ibigawa.lg.jp/0000007469.html

岐阜県 大野町 町長 http://www.town-ono.jp/0000000382.html

岐阜県 池田町 町長 http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000000029.html

岐阜県 北方町 町長
http://www.town.kitagata.gifu.jp/fourth/town_admini_info
/mynumber_dokujijimu.html

岐阜県 川辺町 町長 https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=31333

岐阜県 八百津町 町長 https://www.town.yaotsu.lg.jp/1139.htm

岐阜県 東白川村 村長
https://www.vill.higashishirakawa.gifu.jp/sonsei/koukai/
mynumber/

岐阜県 御嵩町 町長
http://www.town.mitake.gifu.jp/contents/contents.cfm?i
d=3980&g1id=21



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

静岡県 浜松市 市長
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp//houmu/bangou
/todokede.html

静岡県 浜松市 市長
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/houmu/bangou
/todokede.html

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

静岡県 三島市 市長 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn020235.html

静岡県 富士宮市 市長
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/municipal_govern
ment/qc0he800000067f9.html

静岡県 富士市 市長
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/shisei/c0802/rn2ola0000
010hzi.html

静岡県 磐田市 市長
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/my
number/sokujiriyoujimu/1001356.html

静岡県 掛川市 市長
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/jyohosuishin/
seisaku/johosuisinkeikaku/mynumber.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 御殿場市 市長
http://city.gotemba.shizuoka.jp/gyousei/g-2/g-2-
4/998.html

静岡県 袋井市 市長
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsu
zuki/mynumber/seido/1503903742147.html

静岡県 下田市 市長
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/081700m
ynumber/131294.html

静岡県 湖西市 市長
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/johosei
sakuka/gyomuannai/1_2/2150.html

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

静岡県 御前崎市 市長
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_t
etsuduki/koseki/mynumber/5265.html

静岡県 菊川市 市長
https://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/kikakuseisaku/mn
dokujiriyou.html

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

静岡県 牧之原市 市長
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/bg/kurashi/ent/
9321.html

静岡県 函南町 町長
http://www.town.kannami.shizuoka.jp/kurashi/mynumber
/index.html

静岡県 森町 町長
https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_
tetsuzuki/mynumber/1413.html

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

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

愛知県 蒲郡市 市長
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/gyosei/renkei-
dokuji.html

愛知県 犬山市 市長
http://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/koseki/1000643
/1000644.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 大府市 市長
https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/todokede/mynumb
er/1001610.html

愛知県 尾張旭市 市長
http://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/mynumber/dokuji
riyou.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 津市 市長
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/14918264
70681/index.html

三重県 四日市市 市長
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/15028690
63880/index.html

三重県 伊勢市 市長 https://www.city.ise.mie.jp/15108.htm

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

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

三重県 鈴鹿市 市長 http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/21001.html#16

三重県 名張市 市長
http://www.city.nabari.lg.jp/s079/250/20170428103607.h
tml

三重県 尾鷲市 市長
http://www.city.owase.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&
frmId=14865&frmCd=34-6-0-0-0

三重県 亀山市 市長
https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/sousei/soum
u/johotoukei/docs/2015031200013/

三重県 鳥羽市 市長
https://www.city.toba.mie.jp/koho/bangouseido/dokujiriy
ou.html

三重県 熊野市 市長 http://www.city.kumano.mie.jp/mynunber/mynumber.htm

三重県 熊野市 市長
http://www.city.kumano.mie.jp/kurasi/soumuka/mynunb
er/mynumber.htm

三重県 いなべ市 市長
https://www.city.inabe.mie.jp/shisei/1003791/mynumber
/dokujiriyou.html

三重県 志摩市 市長
https://www.city.shima.mie.jp/shisei/joreikisokuseido/jo
hokokai_kojinjohohogo/kojinjohohogo/1490933048252.ht
ml

三重県 伊賀市 市長 http://www.city.iga.lg.jp/0000004374.html

三重県 伊賀市 市長 https://www.city.iga.lg.jp/0000004374.html

三重県 木曽岬町 町長
http://www.town.kisosaki.lg.jp/contents_detail.php?co=ka
k&frmId=1190

三重県 東員町 町長
http://www.town.toin.lg.jp/contents_detail.php?frmId=638
2

三重県 菰野町 町長
http://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/152445
7320393/index.html

三重県 朝日町 町長
http://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/14931682
65535/index.html

三重県 多気町 町長
http://www.town.taki.mie.jp/contents_detail.php?frmId=9
18

三重県 多気町 町長
http://www.town.taki.mie.jp/contents_detail.php?co=ser&
frmId=918

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

三重県 大台町 町長
http://www.odaitown.jp/kurashi/koseki_jumintoroku/mn.
html

三重県 玉城町 町長
https://kizuna.town.tamaki.mie.jp/kurashi/mynumber/do
kujiriyoujimu.html

三重県 度会町 町長
http://www.town.watarai.lg.jp/contents_detail.php?co=ser
&frmld=1658

三重県 度会町 町長
http://www.town.watarai.lg.jp/contents_detail.php?frmId=
1658

三重県 大紀町 町長
http://www.town.taiki.mie.jp/etc/oshirasehiroba/my-
number

三重県 南伊勢町 町長
https://www.town.minamiise.lg.jp/admin/shoshiki/mynu
mbertop/1569.html



三重県 紀北町 町長
https://www.town.mie-
kihoku.lg.jp/kurashi/mainamba/1207.html

三重県 御浜町 町長
http://www.town.mihama.mie.jp/mynumber/mynumber.ht
ml

三重県 紀宝町 町長
http://www.town.kiho.lg.jp/government/mynumber_2/my
numbar_dokuji/

三重県 紀宝町 町長
https://www.town.kiho.lg.jp/government/mynumber_2/m
ynumbar_dokuji/

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

滋賀県 彦根市 市長 http://www.city.hikone.shiga.jp/0000010327.html

滋賀県 長浜市 市長 http://www.city.nagahama.lg.jp/0000001491.html

滋賀県 近江八幡市 市長
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.ph
p?co=&frmId=13397

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 栗東市 市長
http://www.city.ritto.lg.jp/kurashi/syakaihosyouzeibango
useido/5542.html

滋賀県 甲賀市 市長 http://www.city.koka.lg.jp/10871.htm

滋賀県 野洲市 市長
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/soumu/mynumber/14
50766358797.html

滋賀県 湖南市 市長 http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.php?ZID=23177

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

滋賀県 東近江市 市長 http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007051.html

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

滋賀県 日野町 町長
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 町長
http://www.town.ryuoh.shiga.jp/live/todoke/live-
todoke-doujiriyou.html

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

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

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

京都府 京都市 市長
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00002460
27.html

京都府 京都市 市長
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000216525.ht
ml

京都府 舞鶴市 市長
http://www.city.maizuru.kyoto.jp/kurashi/0000002273.ht
ml

京都府 綾部市 市長
https://www.city.ayabe.lg.jp/gyoseidigital/kurashi/mynu
mber/dokujiriyo.html

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

京都府 宮津市 市長
http://www.city.miyazu.kyoto.jp/www/info/detail.jsp?id=
3231

京都府 長岡京市 市長 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006725.html

京都府 京丹後市 市長
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/mayoroffice
/seisakukikaku/3/15959.html



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

京都府 宇治田原町 町長 http://www.town.ujitawara.kyoto.jp/0000001474.html

大阪府 大阪市 市長
https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/000
0394391.html

大阪府 堺市 市長
http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/iryojigy
ou/josei/dokujiriyou.html

大阪府 岸和田市 市長
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/7/my-
number.html

大阪府 豊中市 市長
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/mynumber/
Ordinance.html

大阪府 池田市 市長
http://www.city.ikeda.osaka.jp/tokki/1426823382871.htm
l

大阪府 泉大津市 市長
https://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/sei
sakusuisin/bangoseido/bangoseido.html

大阪府 高槻市 市長
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/seika
tsuso/oshirase/1415862233282.html

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 枚方市 市長 http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000011234.html

大阪府 茨木市 市長
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/koseki_touroku
/mynumber/mynumberseido/40897.html

大阪府 八尾市 市長 http://www.city.yao.osaka.jp/0000035279.html

大阪府 富田林市 市長
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/4/17546.htm
l

大阪府 寝屋川市 市長
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/keie
ikikaku/kikakuseisaku/shakaihosyouzeibanngouseido/ho
nshinotorikumi/dokujiriyou.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 大東市 市長
http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/seisaku
sushin/zaimu/mynumber/1493168446721.html

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

大阪府 柏原市 市長
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/201703210005
7/

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

大阪府 摂津市 市長
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/soumubu/jouho
useisakuka/todokedesho/1052.html

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

大阪府 藤井寺市 市長
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/sei
sakusuishin/shisakukeikaku/my_number/1474350679484.
html

大阪府 東大阪市 市長 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000018663.html

大阪府 泉南市 市長
http://www.city.sennan.lg.jp/kakuka/sougouseisaku/seis
akusuishin/kikaku/mainamber/1513919212950.html

大阪府 四條畷市 市長 https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/5/2767.html

大阪府 四條畷市 市長 https://www/city.shijonawate.lg.jp/soshiki/5/2767.html



大阪府 交野市 市長 http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2015082700012/

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

大阪府 阪南市 市長
http://city.hannan.lg.jp/kakuka/somu/gyoukei/syakaihos
youzeibangouseido/dokujiriyoujimu.html

大阪府 忠岡町 町長

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

大阪府 熊取町 町長
https://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kikaku/seisakuk
ikaku/kurashi/mainanbaseido/1492142220874.html

大阪府 田尻町 町長
http://www.town.tajiri.osaka.jp/kakuka/soumu/kikakujink
en/menu/mynumber/mynumber.html

大阪府 千早赤阪村 村長
	http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/kakuka/kikaku/5
958.html

兵庫県 神戸市 市長
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovatio
n/mynumber/dokujiriyou.html

兵庫県 姫路市 市長 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000005771.html

兵庫県 尼崎市 市長
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/mynumber
/1001926/1003542.html

兵庫県 明石市 市長
http://www.city.akashi.lg.jp/soumu/so_soumu_ka/mynum
ber/hyoukasho.html

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

兵庫県 芦屋市 市長
http://www.city.ashiya.lg.jp/jouhou/mynumberdokujiriyou
.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 宝塚市 市長
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kurashi/1012210/1
020687.html

兵庫県 三木市 市長 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/5/2160.html

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

兵庫県 小野市 市長 https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/18/1/14/e673/

兵庫県 宍粟市 市長
https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/tiikisous
eika/tantoujyouhou/mynumber_00/1477622244359.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 たつの市 市長
https://www.city.tatsuno.lg.jp/jouhousuishin/mynumber.
html

兵庫県 多可町 町長
https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=18
543

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

兵庫県 播磨町 町長
http://www.town.harima.lg.jp/kikaku/kurashi/shakaihosh
o/shakaihosho.html

兵庫県 市川町 町長
https://www.town.ichikawa.lg.jp/forms/info/info.aspx?inf
o_id=41787

兵庫県 福崎町 町長 http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000002392.html

兵庫県 神河町 町長 http://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000000250.html



兵庫県 上郡町 町長
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=10309

兵庫県 佐用町 町長
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=3588

兵庫県 香美町 町長
http://www.town.mikata-
kami.lg.jp/www/contents/1490838781825/index.html

奈良県 奈良市 市長
http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1
420595781272/index.html

奈良県 大和高田市 市長
http://www.city.yamatotakada.nara.jp/info/seido-
hoki/dokujiriyoujimu-todokede.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 桜井市 市長
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/koushitsu/gyouseikei
eika/my_number/1475716421101.html

奈良県 五條市 市長
http://www.city.gojo.lg.jp/kurashi/my_number/1/index.ht
ml

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

奈良県 御所市 市長 http://www.city.gose.nara.jp/00000000485.html

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

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

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

奈良県 香芝市 市長 http://www.city.kashiba.lg.jp/kurashi/0000006174.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 宇陀市 市長
https://www.city.uda.nara.jp/kikaku/number/dokuji-
riyou.html

奈良県 平群町 町長
http://www.town.heguri.nara.jp/web/profile/chosei/chos
ei03.html

奈良県 三郷町 町長 http://www.town.sango.nara.jp/soumu/mainnba.html

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

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

奈良県 川西町 町長
https://www.town.nara-
kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=3511

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 上牧町 町長 http://www.town.kanmaki.nara.jp/town/mynumber

奈良県 王寺町 町長
http://www.town.oji.nara.jp/kakusyutesuduki/mynumber/
1530.html

奈良県 広陵町 町長
http://www.town.koryo.nara.jp/contents_detail.php?frmId
=2281

奈良県 河合町 町長
http://www.town.kawai.nara.jp/kurashi/mynumber/15185
08034345.html

奈良県 吉野町 町長 作業中



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

奈良県 下市町 町長 https://www.town.shimoichi.lg.jp/0000000561.html

奈良県 黒滝村 村長 https://www.vill.kurotaki.nara.jp/guide/mynumber/

奈良県 上北山村 村長 作業中

和歌山県 和歌山市 市長
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/koseki_j
yuminhyo/1001082/1015823.html

和歌山県 海南市 市長
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/soumubu/kanzaij
ohoka/kanzaijohokatorikumi/1481777896762.html

和歌山県 橋本市 市長
http://www.city.hashimoto.lg.jp/guide/sogoseisakubu/sei
saku_kikaku/mynumber/1492146536700.html

和歌山県 有田市 市長
https://www.city.arida.lg.jp/kurashi/todokede/shakaihos
ho/1000744.html

和歌山県 御坊市 市長
http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/somu/somu/ta
nto/mynumber/mynumber.html

和歌山県 田辺市 市長
http://www.city.tanabe.lg.jp/jyouhou/dokuziriyouzimu.ht
ml

和歌山県 新宮市 市長
http://www.city.shingu.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=
35921

和歌山県 紀の川市 市長 http://www.city.kinokawa.lg.jp/kikaku/maynamber.html

和歌山県 岩出市 市長 http://www.city.iwade.lg.jp/soumu/mynumber.html

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

和歌山県 九度山町 町長
https://www.town.kudoyama.wakayama.jp/soumu/kojinb
ango/dokuziriyou.html

和歌山県 高野町 町長
https://www.town.koya.wakayama.jp/kurashi/information
/9775.html

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

和歌山県 湯浅町 町長
http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/153/
&anchor_link=page153_910

和歌山県 広川町 町長
http://www.town.hirogawa.wakayama.jp/soumu/mynumb
er.html

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

和歌山県 美浜町 町長
http://www.town.mihama.wakayama.jp/docs/2016121300
019/

和歌山県 日高町 町長
http://www.town.wakayama-
hidaka.lg.jp/docs/2015051900016/

和歌山県 由良町 町長
http://www.town.yura.wakayama.jp/docs/201508260002
2/

和歌山県 印南町 町長
http://www.town.wakayama-
inami.lg.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=806

和歌山県 みなべ町 町長 http://www.town.minabe.lg.jp/docs/2016091500013/

和歌山県 日高川町 町長
http://www.town.hidakagawa.lg.jp/town/tt_kurashi/mynu
mber/dokujiriyou.html

和歌山県 白浜町 町長
http://www.town.shirahama.wakayama.jp/soshiki/somu/
shomu/gyomu/mynumber_dokujiriyo_jrenkeitodokede.htm
l

和歌山県 上富田町 町長 http://www.town.kamitonda.lg.jp/pickup/2330.html

和歌山県 すさみ町 町長 http://www.town.susami.lg.jp/docs/2017041300011/

和歌山県 那智勝浦町 町長
http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/
info.aspx?info_id=35498



和歌山県 太地町 町長
http://www.town.taiji.wakayama.jp/kurasi/dokuziriyouzim
u.html

和歌山県 古座川町 町長
http://www.town.kozagawa.wakayama.jp/homepage/sub0
11.html

和歌山県 北山村 村長
https://www.vill.kitayama.wakayama.jp/jumin/dokujiriyou.
html

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

鳥取県 鳥取市 市長
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1481247019
250/index.html

鳥取県 米子市 市長 https://www.city.yonago.lg.jp/21586.htm

鳥取県 倉吉市 市長
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/soumu/sou
mu/x629/c799/

鳥取県 境港市 市長 http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=107720

鳥取県 八頭町 町長 http://www.town.yazu.tottori.jp/2682.htm

鳥取県 湯梨浜町 町長 http://www.yurihama.jp/soshiki/3/7740.html

鳥取県 北栄町 町長 http://www.e-hokuei.net/1654.htm

島根県 松江市 市長
http://www1.city.matsue.shimane.jp/shinsei/jyuki/bango
useido/dokujiriyou.html

島根県 浜田市 市長
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1401
255701834/index.html

島根県 出雲市 市長
http://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/14907
53257349/index.html

島根県 益田市 市長
http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/173/detail-
42564.html

島根県 大田市 市長 http://www.city.ohda.lg.jp/tag/20006/20131

島根県 江津市 市長 https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/7/4951.html

島根県 雲南市 市長
http://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/seikats
u/about_mynumber.html

岡山県 岡山市 市長
http://www.city.okayama.jp/soumu/bunsho/bunsho_0026
6.html

岡山県 津山市 市長 http://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=3985

岡山県 玉野市 市長 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/1/1638.html

岡山県 井原市 市長 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017042100054/

岡山県 新見市 市長
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/i
ndex/436.html

岡山県 赤磐市 市長
http://www.city.akaiwa.lg.jp/kurashi/koseki/mynumber/3
086.html

岡山県 美作市 市長 http://www.city.mimasaka.lg.jp/info/1447832171071.html

岡山県 浅口市 市長
http://www.city.asakuchi.lg.jp/gyose/shisaku/dokujiriyou
.html

岡山県 和気町 町長
https://www.town.wake.lg.jp/kurashiKosodate/seikatu/s
yogaifukushi

広島県 広島市 市長
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/14701202
59769/index.html

広島県 広島市 市長 https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/15403.html

広島県 呉市 市長
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/36/mynumber-
gaiyo.html#dokuji



広島県 竹原市 市長
http://www.city.takehara.lg.jp/soumu/mynumber_seido/d
okujiriyoujimutodokedesyo.html

広島県 三原市 市長
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/6/my-
number2.html

広島県 三原市 市長
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/5/my-
number2.html

広島県 尾道市 市長
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/12/22893.
html

広島県 福山市 市長
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/mynumber/9
0803.html

広島県 府中市 市長
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/kurashi/todokede/17
15.html

広島県 府中市 市長 http://www.city.fuchu.hiroshima.jp

広島県 三次市 市長
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/jouhou_m/ICT/my
number/bangouseido_3.html

広島県 庄原市 市長
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/procedur
e/cat02/post_813.html

広島県 大竹市 市長
http://www.city.otake.hiroshima.jp/kurashi/todokesho/m
ynumber/1518174338235.html

広島県 東広島市 市長
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/5/
6/3287.html

広島県 廿日市市 市長
http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/6/2809
8.html

広島県 安芸高田市 市長
https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/jouhoukanri/
mynumber_dokujiriyou/

広島県 安芸高田市 市長 https://www.akitakata.jp/ja/

広島県 江田島市 市長
http://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/articles/show/
4972

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

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

広島県 熊野町 町長
https://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents/1
607749173411/index.html

広島県 坂町 町長
http://www.town.saka.lg.jp/cyousei_info/seisaku_houshin
/my_number.html

広島県 坂町 町長
http://www.town.saka.lg.jp/cyousei_info/seisaku_houshin
/

広島県 安芸太田町 町長 http://www.akiota.jp/soumu/page_000564.html

広島県 北広島町 町長
https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/soshiki/3/1095.htm
l

広島県 大崎上島町 町長
http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/20191
007000221

広島県 世羅町 町長
http://www.town.sera.hiroshima.jp/soumu/dokuziriyouzi
mu.html

広島県 神石高原町 町長
http://www.jinsekigun.jp/ja/town/gyousei/oshi/bangous
eido/todoke/

山口県 下関市 市長
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/149145
0643361/index.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 山口市 市長 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/8/24434.html

山口県 萩市 市長 http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/2/h25251.html

山口県 防府市 市長
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/7/mynumber-
dokujiriyou.html



山口県 下松市 市長 http://www.city.kudamatsu.lg.jp/bangou/bangou.html

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

山口県 光市 市長 http://www.city.hikari.lg.jp/mynumber/kisoku_renkei.html

山口県 長門市 市長
https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/2/16024.h
tml

山口県 柳井市 市長 http://www.city-yanai.jp/soshiki/5/my-number.html

山口県 美祢市 市長
http://www2.city.mine.lg.jp/www/contents/14930190499
04/index.html

山口県 周南市 市長 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/8/57229.html

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

山口県 周防大島町 町長
http://www.town.suo-
oshima.lg.jp/seisakukikaku/dokujiriyoutodokede.html

山口県 和木町 町長
http://www.town.waki.lg.jp/life/detail.html?navi=22&lif_id
=4131

山口県 和木町 町長
http://www.town.waki.lg.jp/life/detail.html?navi=22&lif_id
=4005

山口県 上関町 町長 http://www.town.kaminoseki.lg.jp/マイナンバー制度.html

山口県 田布施町 町長
https://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/15586948
85146/index.html

徳島県 徳島市 市長
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/jorei/dok
uziriyou.html

徳島県 鳴門市 市長
http://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/kangaeru/ho
shin/bangoseido/

徳島県 小松島市 市長 https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/2473.html

徳島県 阿南市 市長
http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2015022500016
/

徳島県 吉野川市 市長
http://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2017041100048
/

徳島県 阿波市 市長 http://www.city.awa.lg.jp/docs/2015041500011/

徳島県 美馬市 市長
http://www.city.mima.lg.jp/gyousei/kurashi/kakusyu/my
number-p/index.html

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

徳島県 勝浦町 町長 http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2017041100017/

徳島県 上勝町 町長 http://www.kamikatsu.jp/docs/2017041800016/

徳島県 佐那河内村 村長 http://www.vill.sanagochi.lg.jp/docs/2016111800017

徳島県 石井町 町長 http://www.town.ishii.lg.jp/docs/2015020600022/

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

徳島県 那賀町 町長
http://www.town.tokushima-
naka.lg.jp/gyosei/docs/15137.html

徳島県 牟岐町 町長
http://www.town.tokushima-
mugi.lg.jp/docs/2016111700010/

徳島県 美波町 町長
http://www.town.minami.tokushima.jp/docs/2017032700
028/

徳島県 海陽町 町長 http://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2018041800013/



徳島県 松茂町 町長
http://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2016111
700010/

徳島県 北島町 町長 https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/15147.html

徳島県 藍住町 町長
http://www.town.aizumi.tokushima.jp/docs/20161121000
17/

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

徳島県 上板町 町長 http://www.townkamiita.jp/docs/2017041200038/

徳島県 つるぎ町 町長 http://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/docs/3442.html

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

香川県 高松市 市長
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotoriku
mi/gyosei_kaikaku/number/seido/dokuji.html

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

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

香川県 善通寺市 市長
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/3/maina.htm
l

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

香川県 さぬき市 市長
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/information/social_sec
urity_tax_number_system

香川県 東かがわ市 市長 http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i9087/index.shtml

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

香川県 土庄町 町長 http://www.town.tonosho.kagawa.jp/tns/info2685.html

香川県 小豆島町 町長
https://www.town.shodoshima.lg.jp/gyousei/kakuka/som
u/4904.html

香川県 三木町 町長 http://www.town.miki.lg.jp/life/dtl.php?hdnKey=4315

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

香川県 綾川町 町長
http://www.town.ayagawa.kagawa.jp/docs/20170406000
13/

香川県 琴平町 町長 作業中

香川県 多度津町 町長 http://www.town.tadotsu.kagawa.jp/itwinfo/i3390

香川県 まんのう町 町長
http://www.town.manno.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=515
9

愛媛県 西条市 市長
http://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/somu/kisokurenke
i.html

愛媛県 四国中央市 市長
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshikikara/shimi
nkankyoubu/smc/dokuji-riyo-todokede.html

愛媛県 西予市 市長
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kurashi/koseki_todokede
/mynumber/2424.html

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

愛媛県 愛南町 町長
http://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/chosei/shakaiho
syo/mynumberseido.html

高知県 高知県 知事 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/dokuji.html

高知県 室戸市 市長
http://www.city.muroto.kochi.jp/hopweb/joho/html/joho
00001864.htm

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



高知県 南国市 市長
http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=50
28

高知県 須崎市 市長
https://www.city.susaki.lg.jp/life/list.php?hdnSKBN=B&h
dnCat=1100&hdnJPN=%C6%FC%CB%DC%B8%EC&routekb
n=A

高知県 宿毛市 市長 http://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-11/p010126.html

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

高知県 四万十市 市長 http://www.city.shimanto.lg.jp/gyosei/mnb/index.html

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

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

高知県 奈半利町 町長
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 田野町 町長 http://tanocho.jp/kurashi/kurashi-7508

高知県 安田町 町長 作業中

高知県 大豊町 町長
http://www.town.otoyo.kochi.jp/life/detail.php?hdnKey=8
65

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 町長
https://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=
9331

高知県 大月町 町長 htt://www.town.otsuki.kochi.jp/kakuka/003-02.html

高知県 黒潮町 町長 www.town.kuroshio.lg.jp

福岡県 北九州市 市長 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/29800021.html

福岡県 福岡市 市長
http://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/reform/mynumber/do
kuji-johorenkei.html

福岡県 大牟田市 市長
http://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5
&id=2389&class_set_id=1&class_id=121

福岡県 久留米市 市長
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2040keika
ku/3170mynumber/2017-0323-1701-12.html

福岡県 直方市 市長
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1017/_1293
/_4429.html

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

福岡県 田川市 市長
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0035928/index.ht
ml

福岡県 柳川市 市長
http://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/mynumber/mynum
ber_todoke.html

福岡県 八女市 市長
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kurashi/3/14931124697
01.html

福岡県 筑後市 市長
https://www.city.chikugo.lg.jp/shisei/_6154/_17779/_213
40.html

福岡県 大川市 市長
http://www.city.okawa.lg.jp/s008/040/20150329111743.
html

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

福岡県 豊前市 市長
http://www.city.buzen.lg.jp/mainanba/dokujiriyoutodoked
esyo.html

福岡県 中間市 市長
http://www.city.nakama.lg.jp/gyose/mynumber/dokuji/in
dex.html



福岡県 小郡市 市長 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/197/311/680

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 春日市 市長
http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/life/sonota/mynumbe
r.html

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

福岡県 宗像市 市長
http://www.city.munakata.lg.jp/w005/20170410194253.ht
ml

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 古賀市 市長
http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/jinji/023.p
hp

福岡県 福津市 市長
http://www.city.fukutsu.lg.jp/kurashi/bango/bangoseido.
php

福岡県 うきは市 市長
http://www.city.ukiha.fukuoka.jp/life/pub/Detail.aspx?c_i
d=35&id=864

福岡県 嘉麻市 市長 http://www.city.kama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=10703

福岡県 朝倉市 市長
http://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/145647234
1148/index.html

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

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 那珂川市 市長
http://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/4/my-
number.html

福岡県 宇美町 町長 http://www.town.umi.lg.jp/soshiki/1/3365.html

福岡県 篠栗町 町長
https://www.town.sasaguri.fukuoka.jp/soshiki/zaisei/3/1
357.html

福岡県 志免町 町長
http://www.town.shime.lg.jp/soshiki/1/tokutei-
kojinjyouhou.html

福岡県 須恵町 町長
http://www.town.sue.fukuoka.jp/soshiki/1/dokujiriyoujim
u-todokede.html

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

福岡県 久山町 町長
http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/tyousei/gyousei/
mynumber/mynumber_Announcement.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 芦屋町 町長
http://www.town.ashiya.lg.jp/view.rbz?ik=0&pnp=14&of=1
&cd=3375

福岡県 水巻町 町長
https://www.town.mizumaki.lg.jp/030/20200110162000.h
tml

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

福岡県 遠賀町 町長
http://www.town.onga.lg.jp/kurashi/mynumber/mynumbe
r01.html

福岡県 小竹町 町長
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 町長
http://www.town.kurate.lg.jp/koseki/mynumber_proprieta
ryuse.html

福岡県 桂川町 町長
http://www.town.keisen.fukuoka.jp/kurashi/bango/renkei
.php

福岡県 桂川町 町長
http://www.town.keisen.fukuoka.jp/kurashi
/bango/renkei.php



福岡県 大刀洗町 町長
http://www.town.tachiarai.fukuoka.jp/page/page_01698.h
tml

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 町長
http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/hp/departmentTop
/node_64/node_65/gyousei/node_18781

福岡県 香春町 町長
https://www.town.kawara.fukuoka.jp/s004/010/010/010
/20171111234834.html

福岡県 添田町 町長
https://www.town.soeda.fukuoka.jp/docs/201704240001
7/

福岡県 糸田町 町長
http://www.town.itoda.lg.jp/residents/certificates/page_
00339.html

福岡県 川崎町 町長
https://www.town-
kawasaki.com/kosodatekyoiku/kodomoiryo/7031

福岡県 大任町 町長
http://www.town.oto.fukuoka.jp/info/prev.asp?fol_id=258
0

福岡県 赤村 村長 http://www.akamura.net/government/news_94/

福岡県 福智町 町長
http://www.town.fukuchi.lg.jp/soshiki/jumin/jyumin/myn
amber/2391.html

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

福岡県 みやこ町 町長
http://www.town.miyako.lg.jp/sougougyouseiiinkai/mynu
mber/mynumber.html

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

福岡県 上毛町 町長 http://www.town.koge.lg.jp/soshiki/1/bangoseido01.html

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

佐賀県 唐津市 市長
http://www.city.karatsu.lg.jp/shimin/kurashi/mynamber-
dokuji.html

佐賀県 唐津市 市長
https://www.city.karatsu.lg.jp/shimin/kurashi/mynamber
-dokuji.html

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

佐賀県 多久市 市長 https://www.city.taku.lg.jp/soshiki/12/6003.html

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

佐賀県 武雄市 市長
http://www.city.takeo.lg.jp/benri/madoguchi/mynumber/
000269.html

佐賀県 鹿島市 市長 http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/14057.html

佐賀県 小城市 市長 https://www.city.ogi.lg.jp/main/22951.html

佐賀県 嬉野市 市長
https://www.city.ureshino.lg.jp/kurashi/koseki/_24588/_
23233.html

佐賀県 神埼市 市長 http://www.city.kanzaki.saga.jp/main/7308.html

佐賀県 吉野ヶ里町 町長
https://www.town.yoshinogari.saga.jp/contents/1_10284.
html

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

佐賀県 みやき町 町長
http://www.town.miyaki.lg.jp/tyousei/_1019/_2594/_2595
/_2597.html

佐賀県 玄海町 町長 http://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/2/1004.html

佐賀県 有田町 町長 http://www.town.arita.lg.jp/main/3785.html



佐賀県 大町町 町長 http://www.town.omachi.saga.jp/post_15.html

佐賀県 江北町 町長
https://www.town.kouhoku.saga.jp/kiji0031377/index.htm
l

佐賀県 白石町 町長
http://www.town.shiroishi.lg.jp/jyuumin/seikatsu/jyouhou
/_2020.html

佐賀県 太良町 町長
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 佐世保市 市長
https://www.city.sasebo.lg.jp/soumu/jyohou/mynumber_
seido.html

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

長崎県 平戸市 市長
https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/process
/2018-0208-1813-84.html

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

長崎県 対馬市 市長
http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/post_160.ht
ml

長崎県 壱岐市 市長
https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/shimin/mynumbe
r/3697.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 南島原市 市長 http://www.city.minamishimabara.lg.jp/page6359.html

長崎県 長与町 町長
http://webtown.nagayo.jp/gyoseijoho/jouhou/mynumber.
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 八代市 市長 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji0037076/index.html

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

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

熊本県 水俣市 市長 http://www.city.minamata.lg.jp./2416.html

熊本県 玉名市 市長 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/116/8658.html

熊本県 山鹿市 市長
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1
491191231808/index.html

熊本県 菊池市 市長 https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/419/13001.html

熊本県 上天草市 市長
http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/64/
8305.html

熊本県 天草市 市長
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/inde
x.html

熊本県 合志市 市長 https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00313178/index.html

熊本県 玉東町 町長
http://town.gyokuto.kumamoto.jp/mynumber/mynumber
2.html

熊本県 南関町 町長 http://www.town.nankan.lg.jp/page2220.html

熊本県 大津町 町長
https://www.town.ozu.kumamoto.jp/kiji0037556/index.ht
ml

熊本県 菊陽町 町長 https://www.town.kikuyo.lg.jp/kiji003794/index.html

熊本県 南小国町 町長
http://www.town.minamioguni.kumamoto.jp/living/cat64/
000393.php



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

熊本県 高森町 町長
http://www.town.takamori.kumamoto.jp/gyoseiinfo/kokai
/

熊本県 西原村 村長
http://www.vill.nishihara.kumamoto.jp/profile/governmen
t/_1963.html

熊本県 嘉島町 町長
http://www.town.kashima.kumamoto.jp/q/aview/202/96.
html

熊本県 益城町 町長 https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0032108/index.html

熊本県 芦北町 町長
http://www.ashikita-t.kumamoto-
sgn.jp/www/contents/1491355388364/index.html

熊本県 津奈木町 町長 作業中

熊本県 錦町 町長 http://www.nishiki-machi.com/docs/2017040500016/

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

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

熊本県 水上村 村長 作業中

熊本県 相良村 村長 作業中

熊本県 山江村 村長
https://www.vill.yamae.lg.jp/pagetop/gyosei_unei/kikaku
/3/4/2/389.html

熊本県 あさぎり町 町長 https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/205/6460.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 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

大分県 宇佐市 市長 http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/2/23771.html

大分県 由布市 市長
http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/mynumber/my_numb
er/

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

大分県 日出町 町長 https://www.town.hiji.lg.jp/page/dokujiriyou.html

宮崎県 宮崎市 市長
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/policy/admini
stration/108489.html

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

宮崎県 日南市 市長 https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page011910.html

宮崎県 日向市 市長 http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=170907165544

宮崎県 串間市 市長
http://www.city.kushima.lg.jp/main/health/mynumber/m
ynumber.html

宮崎県 西都市 市長 http://www.city.saito.lg.jp/kurashi/post_159.html

宮崎県 えびの市 市長
http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=1612071105
23



宮崎県 三股町 町長
http://www.town.mimata.lg.jp/modules/article/index.php
?cat_id=53

宮崎県 高原町 町長 https://www.town.takaharu.lg.jp/soshiki/7/1151.html

宮崎県 綾町 町長
https://www.town.aya.miyazaki.jp/soshiki/soumuzeiseika
/1079.html

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

宮崎県 新富町 町長 http://www.town.shintomi.lg.jp/3894.htm

宮崎県 木城町 町長 http://www.town.kijo.lg.jp/somuzaisei/mynumber.html

宮崎県 川南町 町長
http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/jichimaru_jpn/d
epartmentTop/cyoucyou/soumu/soumu/node_13203

鹿児島県 鹿児島市 市長
https://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/soumu/gyokan/
mynumber_dokujiriyoujimu.html

鹿児島県 枕崎市 市長 http://www.city.makurazaki.lg.jp/soshiki/186.html

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

鹿児島県 指宿市 市長
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/mynumber/m
ynumber/page007375.html

鹿児島県 西之表市 市長
http://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/kurashi/mynu
mber/3387.html

鹿児島県 垂水市 市長
https://www.city.tarumizu.lg.jp/johotokei/kurashi/mynu
mber/dokujiriyoujimu.html

鹿児島県 薩摩川内市 市長
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/14
90595531361/index.html

鹿児島県 日置市 市長
https://www.city.hioki.kagoshima.jp/jyouhou/kurashi/tet
suzuki/mynumber.html

鹿児島県 南さつま市 市長
http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/shimin/tetsuzuki/m
ynumber/e021622.html

鹿児島県 奄美市 市長 http://www.city.amami.lg.jp/kikaku/20170317.html

鹿児島県 南九州市 市長
https://www.city.minamikyushu.lg.jp/jyouhou/mynumber
/dokujiriyo/index.html

鹿児島県 姶良市 市長
https://www.city.aira.lg.jp/gyokaku/kurashi/bangoseido.h
tml

鹿児島県 長島町 町長
http://www.town.nagashima.lg.jp/info_soumu/mynumber_
dokujiriyou/

鹿児島県 錦江町 町長 http://www.town.kinko.lg.jp/soshiki/1/2849.html

鹿児島県 南大隅町 町長
http://www.town.minamiosumi.lg.jp/soumu/kurashi/my-
number/dokuji.html

鹿児島県 屋久島町 町長
http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/living/mynumb
er/dokujiriyou/

鹿児島県 和泊町 町長
http://www.town.wadomari.lg.jp/wadomari02/soumu37.as
p

鹿児島県 知名町 町長
http://www.town.china.lg.jp/modules/soumu/index.php?c
ontent_id=94

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

沖縄県 石垣市 市長 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/home/my_n.htm

沖縄県 糸満市 市長 https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2018012300023/

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



沖縄県 中城村 村長
https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/detail.jsp?id=528
37&menuid=11511&funcid=1

沖縄県 南風原町 町長 http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2016091500105/


	⑭

