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

北海道 札幌市 市長
http://www.city.sapporo.jp/johoo/it/mynumber/index.ht
ml

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

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

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

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

北海道 由仁町 町長
http://www.town.yuni.lg.jp/01020101somu_syomu07_num
ber.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 浜頓別町 町長
http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/docs/20171
22500019/

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

北海道 士幌町 町長 http://www.shihoro.jp/mynumberjouhourenkei/

北海道 釧路町 町長
http://www.town.kushiro.lg.jp/living-
guide/10104/00021/205231340810.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 むつ市 市長
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/13,39450,15,828,ht
ml

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

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

岩手県 盛岡市 市長
http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/todokede/myn
umber/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 矢巾町 町長 http://www.town.yahaba.iwate.jp/docs/2016020800481/

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/7,11266,136,ht
ml

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

⑱障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務（日常生活用
具給付、移動支援等に関する事務等）



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

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

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

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

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

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 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
http://www.town.kunimi.fukushima.jp/soshiki/1/2162.ht
ml

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

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

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

茨城県 五霞町 町長 https://www.town.goka.lg.jp/page/page002461.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/a07/

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 壬生町 町長 http://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2017040400019/

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

群馬県 渋川市 市長
http://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/bangouseido/seid
o/p004861.html

埼玉県 さいたま市 市長
https://www.city.saitama.jp/006/007/002/020/p048555.
html

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

埼玉県 所沢市 市長
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/
syougaijishien/kofuku20160906141615495.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 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 上尾市 市長 https://www.city.ageo.lg.jp/page/00222017032801.html

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

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



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

埼玉県 桶川市 市長
https://www.city.okegawa.lg.jp/shisei/shiyakushoshokuin
/joho/6857.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 ふじみ野市 市長
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/joho_t
okeika/johoseisakukakari/2297.html

埼玉県 毛呂山町 町長
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1
492044166754/index.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 成田市 市長
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page306300.htm
l

千葉県 習志野市 市長
http://www.city.narashino.lg.jp/joho/keikaku/soumu/mai
nanba/renkeikouhyo.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

千葉県 四街道市 市長
https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/shisei/bangoseido/
mynumberseido/dokujiriyoujimu.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 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.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 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 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 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 八王子市 市長
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/007/006/p0
21372.html

東京都 三鷹市 市長
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index05003
006.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 小金井市 市長
https://www.city.koganei.lg.jp/kurashi/410/shakaihoshou
/maina_dokuji.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 武蔵村山市 市長
http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/torikumi/
mynumber/1006436.html

東京都 西東京市 市長
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keik
aku/my_numbre/630814nishitokyocity.html

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

神奈川県 横浜市 市長
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-
kansa/shigoto/gyosei-
unei/mynumber/dokujiriyoujimu.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 藤沢市 市長
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/dxs/information/
mynumber_original.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 秦野市 市長
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/149
1306125125/index.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 綾瀬市 市長
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000030400/h
pg000030367.htm

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 松田町 町長
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/3/tokuteikoji
n.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 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

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 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

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

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

石川県 野々市市 市長 https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/2/1704.html

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 大野市 市長
http://www.city.ono.fukui.jp/kenko/sonota-
kenko/todokedesho.html

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

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

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

長野県 軽井沢町 町長
https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/149074
5891153/index.html

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

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

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

静岡県 富士宮市 市長
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/municipal_govern
ment/qc0he800000067f9.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 牧之原市 市長
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/bg/kurashi/ent/
9321.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
09958/1019312.html

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



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

愛知県 豊田市 市長
http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/servic
e/1002831.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 岩倉市 市長 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003263.html

愛知県 豊明市 市長 https://www.city.toyoake.lg.jp/3612.htm

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

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

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

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

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

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

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 城陽市 市長 http://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001951.html

京都府 長岡京市 市長 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006725.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/fukushikaigo/shogaifuk
ushi/oshirase/1.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 守口市 市長
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kakukanoann
ai/kikakuzaiseibu/kikakuka/mynumber/1458009156484.h
tml

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 箕面市 市長
https://www.city.minoh.lg.jp/mynumber/dokujiriyoujimu.h
tml

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

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 太子町 町長
http://www.town.taishi.osaka.jp/kurashinoguide/mainann
ba/1492149201858.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 西宮市 市長
https://www.nishi.or.jp/kurashi/shakaihosho/mynumberr
iyo/dokujiriyo.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 加古川市 市長
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikaku
bu/jouhouseisakuka/mynumber/1481797423726.html

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

兵庫県 三田市 市長
http://www.city.sanda.lg.jp/shiseijouhou/soumu/mynumb
er/dokuziriyouzyourei.html

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

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

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

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

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 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

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

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



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

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

鳥取県 鳥取市 市長
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/148124701
9250/index.html

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

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

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

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

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

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

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

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

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

広島県 世羅町 町長
http://www.town.sera.hiroshima.jp/soumu/dokuziriyouzi
mu.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 岩国市 市長 https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/10/20398.html

山口県 長門市 市長
http://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/2/16024.ht
ml

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
https://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/kangaeru/h
oshin/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 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 上板町 町長 http://www.townkamiita.jp/docs/2017041200038/

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

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

香川県 宇多津町 町長
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/shinseseido/shakai
hosho/dokujitodokede5/

香川県 宇多津町 町長
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/shinseseido/shakai
hosho/dokujitodokede6/



香川県 宇多津町 町長
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/shinseseido/shakai
hosho/dokujitodokede7/

香川県 宇多津町 町長
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/shinseseido/shakai
hosho/dokujitodokede8/

香川県 宇多津町 町長
https://www.town.utazu.lg.jp/chosei/shinseseido/shakai
hosho/dokujitodokede9/

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

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

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

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 http://www.city.nogata.fukuoka.jp

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

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

福岡県 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 太宰府市 市長
http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki/somu/204/3
78/mynumber/7686.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 粕屋町 町長
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/gyosei/johokokai/sh
akaihosyou/dokujiriyoujimu/index.html

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

福岡県 遠賀町 町長
http://www.town.onga.lg.jp/kurashi/mynumber/mynumbe
r01.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/

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

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

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

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
https://www.town.miyaki.lg.jp/chosei/torikumi/_2595/_25
97.html



佐賀県 玄海町 町長 http://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/2/1004.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

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 松浦市 市長
https://www.city-
matsuura.jp/top/kurashi_tetsuzuki/todokede_shomei/my
numberseido/2240.html

長崎県 五島市 市長
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s006/020/020/010/01
0/020/20190310175641.html

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

熊本県 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 菊池市 市長 https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/419/13001.html

熊本県 天草市 市長
http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/index.
html

熊本県 天草市 市長
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/inde
x.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 湯前町 町長
https://www.town.yunomae.lg.jp/index.php?type=article&
mode=articleView&articleid=4975&categoryid=13

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 佐伯市 市長 http://www.city.saiki.oita.jp/city/mynumber-e.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 日出町 町長 https://www.town.hiji.lg.jp/page/dokujiriyou.html

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

宮崎県 都城市 市長
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=
170331105504

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 えびの市 市長
http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=1612071105
23

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 奄美市 市長 http://www.city.amami.lg.jp/kikaku/20170317.html

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

沖縄県 宜野湾市 市長
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/organization/soumus
oumuka/piakouhyouyou.html

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

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

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/
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