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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 釧路市 市長
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/bangoseido/page0
0029.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 登別市 市長 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2017041400025/

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

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

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

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

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

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

岩手県 花巻市 市長
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/todokede/m
ynumber/1004695.html

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

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

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

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

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 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 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 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

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

茨城県 つくば市 市長
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kurashi/shomei/mynumbe
r/1000777.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/page004130.html

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

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

栃木県 芳賀町 町長
https://www.town.haga.tochigi.jp/kurashi/mynumber/my
number_07.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 加須市 市長
https://www.city.kazo.lg.jp/kurashi/mynumber/10538.ht
ml

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

埼玉県 越谷市 市長
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kur
ashi/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 朝霞市 市長 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/2/dokujiriyou.html

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

埼玉県 鶴ヶ島市 市長
http://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page004393.htm
l

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

千葉県 館山市 市長
http://www.city.tateyama.chiba.jp/jouhou/page100138.ht
ml

千葉県 一宮町 町長 https://www.town.ichinomiya.chiba.jp/kurashi/3/3.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 墨田区 区長
https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/mynumber/mynun
mber_20161228.html

東京都 品川区 区長
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000029600/
hpg000029557.htm

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

東京都 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 杉並区 区長
https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/annai/mynumb
er/1032179.html

東京都 荒川区 区長
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/mynumber/d
okujiriyoujimu/index.html

東京都 練馬区 区長
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/gai
yo/joreijimu.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 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 国分寺市 市長
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/torikumi/1012
058/1015909.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

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 綾瀬市 市長
http://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000030400/h
pg000030367.htm

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

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

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

富山県
新川地域介護
保険組合

一部事務組合等 http://www.niikawa-kaigohoken.jp/hogohyouka/

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

福井県
坂井地区広域
連合

一部事務組合等 http://www.kouiki.sakai.fukui.jp/kouiki/mainanber/

山梨県 甲府市 市長
http://www.city.kofu.yamanashi.jp/joho/shise/shisaku/s
hise/mynumber_dokuji.html

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

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

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

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

静岡県 焼津市 市長
https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-
006/mynumber_dokujiriyou.html

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

静岡県 裾野市 市長
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/2/2/5/3/628
9.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 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

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

京都府 綾部市 市長
http://www.city.ayabe.lg.jp/somu/kurashi/mynumber/do
kujiriyo.html

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

京都府 八幡市 市長 http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000002545.html

京都府 南丹市 市長
http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/shisei/106/002/0
04/index_32985.html

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

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

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

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

兵庫県 新温泉町 町長
http://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mo
de=detail&page_id=426d2d55108debf210e5e264994725cb

奈良県 天理市 市長
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kurasibunkabu/shi
minka/mainanbaa/1499050384590.html

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

奈良県 高取町 町長
http://www.town.takatori.nara.jp/contents_detail.php?co=
kak&frmId=543

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

高知県 高知市 市長
http://www.city.kochi.kochi.jp/site/mynumber/ppc-
notification.html

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

福岡県 北九州市 市長 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/16800191.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 中間市 市長
http://www.city.nakama.lg.jp/gyose/mynumber/dokuji/in
dex.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 粕屋町 町長
http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/gyosei/johokokai/sh
akaihosyou/dokujiriyoujimu/index.html

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

佐賀県 上峰町 町長 http://www.town.kamimine.lg.jp/view.php?pageId=2427

長崎県 五島市 市長
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s006/020/020/010/01
0/020/20190310175641.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 菊池市 市長 https://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/419/13001.html

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 湯前町 町長
https://www.town.yunomae.lg.jp/index.php?type=article&
mode=articleView&articleid=4975&categoryid=13

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 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 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 えびの市 市長
http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=1612071105
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鹿児島県 鹿児島市 市長
https://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/soumu/gyokan/
mynumber_dokujiriyoujimu.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
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