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

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

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 一関市 市長
https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7,90224,1
10,html

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

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

山形県 高畠町 町長
http://www.town.takahata.yamagata.jp/001/dokujiriyouji
mu-todokedesyo.html

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

茨城県 石岡市 教育委員会 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004909.html

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

栃木県 栃木市 市長 https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/8/2.html

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

千葉県 鋸南町 教育委員会
http://www.town.kyonan.chiba.jp/kyonan/categories/cat
egories14260/

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 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
http://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

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

新潟県 燕市 教育委員会 http://www.city.tsubame.niigata.jp/life/002001029.html

富山県 富山市 市長
https://www.city.toyama.toyama.jp/kikakukanribu/johoto
keika/dokujiriyo_1.html
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富山県 高岡市 市長 https://www.city.takaoka.toyama.jp/joho/dokujiriyo.html

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

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

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

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

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

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

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

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 甲州市 市長
http://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/add_doc/deta
il/番号法第9条第6項の規定に基づく事務(独自利用事
務)について

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

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

長野県 松川町 教育委員会
http://www.matsukawa-town.jp/cms-
sypher/www/common/detail.jsp?id=7037

岐阜県 海津市 教育委員会 https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000000434.html

岐阜県 安八町 教育委員会

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/

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

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

愛知県 津島市 教育委員会
http://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/syakaihosyouzeis
eido/bangouseido4.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 知立市 市長
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/kokai/1491383610
879.html

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

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

京都府 福知山市 教育委員会
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/life/entries/00823
8.html



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

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

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

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

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

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

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

岡山県 笠岡市 市長
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/mynumber/lis
t64.html

山口県 下関市 市長
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/149145
0643361/index.html

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

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

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

福岡県 新宮町 教育委員会
http://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/49,24601,3
61,html

福岡県 久山町 教育委員会
http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/tyousei/gyousei/
mynumber/mynumber_Announcement.html

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

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
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