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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 恵庭市 市長
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/14189
66624506/index.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 羽幌町 町長
https://www.town.haboro.lg.jp/kurashi/madoguchi/mynu
mber/2015-02mynumber.html

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

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

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

宮城県 大崎市 市長
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/19,19778,152,h
tml

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

山形県 酒田市 市長
http://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/mynocard/dokujiriyo
u.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 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 南相馬市 市長
https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/todokede_
shomei/1/5210.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

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

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

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

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

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

㉒介護サービス等の給付に関する事務（介護用品支給に関する事務、日常生活用具
の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関する事務
等（介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。））



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 中野区 区長
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/212500/d023925.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 三鷹市 市長
http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_categories/index05003
006.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 檜原村 村長
http://www.vill.hinohara.tokyo.jp/category/1-15-1-0-
0.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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

大阪府 太子町 町長
http://www.town.taishi.osaka.jp/kurashinoguide/mainann
ba/1492149201858.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 加古川市 市長
http://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kikaku
bu/jouhouseisakuka/mynumber/1481797423726.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 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 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 高取町 町長
http://www.town.takatori.nara.jp/contents_detail.php?co=
kak&frmId=543

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

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

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

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

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

愛媛県 松山市 市長
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/joh
okokai/dokujiriyo.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 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 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 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 大木町 町長
http://www.town.ooki.lg.jp/soshiki/somu/1/2/tokuteihog
ohyouka/1492499639224.html

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

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

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 あさぎり町 町長 https://www.town.asagiri.lg.jp/q/aview/205/6460.html

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 南大隅町 町長
http://www.town.minamiosumi.lg.jp/soumu/kurashi/my-
number/dokuji.html

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


	㉒

