
㊱高等学校等の専攻科に係る修学支援に関する事務

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 北海道 知事 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkj/dokujiriyou.html

北海道 北海道 教育委員会
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kki/dokujiriyoko
hyo.html

青森県 青森県 知事
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/ict/mynumber_dok
uji01.html

青森県 青森県 知事
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyokei/myn
umber_dokuji01.html

青森県 青森県 教育委員会
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/ict/mynumber_dok
uji01.html

青森県 青森県 教育委員会
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyokei/myn
umber_dokuji01.html

岩手県 岩手県 知事
https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/myn
um/1012059.html

岩手県 岩手県 教育委員会
https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/myn
um/1012059.html

宮城県 宮城県 知事
https://www.pref.miyagi.jp/site/shigaku/shuugakushienki
n.html

宮城県 宮城県 教育委員会
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kan-
syuugakushiennkinn.html

宮城県 宮城県 教育委員会
https://www.pref.miyagi.jp/site/sub-jigyou/kan-
syogakukyuufukin.html

山形県 山形県 知事
https://www.pref.yamagata.jp/020051/sangyo/gijutsu/jo
hotsushin/dokujiriyoujimu.html

山形県 山形県 教育委員会
https://www.pref.yamagata.jp/020051/sangyo/gijutsu/jo
hotsushin/dokujiriyoujimu.html

福島県 福島県 知事 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/dokuji.html

福島県 福島県 教育委員会 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/dokuji.html

茨城県 茨城県 知事
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/it/mynumber/dok
uzi/dokuziriyouzimu.html

茨城県 茨城県 教育委員会
http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/joho/it/mynumber/dok
uzi/dokuziriyouzimu.html

埼玉県 埼玉県 教育委員会
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/mynumber/dokujiriy
ou.html

千葉県 千葉県 知事
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/mynumber/mynumb
er-dokuzi.html

千葉県 千葉県 教育委員会
https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/mynumber/mynumb
er-dokuzi.html

新潟県 新潟県 知事
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/joho/1356864203133.h
tml

富山県 富山県 教育委員会
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1113/kj00015305-
002-01.html

石川県 石川県 教育委員会
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/johosei/mynumber/index
/dokujiriyou.html

福井県 福井県 知事
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-
jouhou/dokuji20191009.html

山梨県 山梨県 知事
https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-
kgk/dokujiriyou.html

山梨県 山梨県 教育委員会
https://www.pref.yamanashi.jp/koukoukyo/mynumber.ht
ml

岐阜県 岐阜県 教育委員会 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12160.html

静岡県 静岡県 教育委員会
https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-
510/mynumber/dokujiriyo.html

愛知県 愛知県 知事
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/joho/mynum-
dokuji.html



愛知県 愛知県 教育委員会
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/joho/mynum-
dokuji.html

大阪府 大阪府 知事
https://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/fu-
daigaku/dokuziriyouzimu.html

大阪府 大阪府 教育委員会
http://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/mynumber_system/f
udokujiriyoujimu.html

奈良県 奈良県 知事 http://www.pref.nara.jp/49384.htm

奈良県 奈良県 教育委員会 https://www.pref.nara.jp/49384.htm

和歌山県 和歌山県 教育委員会
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010600/02_gyose
i/dokujiriyojimu/main.html

鳥取県 鳥取県 知事 https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=247576

島根県 島根県 教育委員会
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/
mynumber/

岡山県 岡山県 知事 https://www.pref.okayama.jp/page/693077.html

岡山県 岡山県 教育委員会 https://www.pref.okayama.jp/page/693077.html

広島県 広島県 知事
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/9/mynumber-
dokujiriyou.html

広島県 広島県 教育委員会
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/266/mynumber-
dokujiriyou.html

山口県 山口県 知事
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/bangouho
u/201703300001.html

山口県 山口県 教育委員会
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10400/bangouho
u/201703300001.html

徳島県 徳島県 知事
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ict
/2016111500030

徳島県 徳島県 教育委員会
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ict
/2016111500030

香川県 香川県 知事
https://www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/sigaku/wxg673
180911142705.html

香川県 香川県 教育委員会
https://www.pref.kagawa.lg.jp/somugakuji/sigaku/wxg673
180911142705.html

愛媛県 愛媛県 知事
https://www.pref.ehime.jp/h12110/shichoshinko/gyousei
/mynumber-original-usecase.html

愛媛県 愛媛県 教育委員会
https://www.pref.ehime.jp/h12110/shichoshinko/gyousei
/mynumber-original-usecase.html

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

高知県 高知県 教育委員会 https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/dokuji.html

福岡県 福岡県 知事
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bango-
joreijimu.html

福岡県 福岡県 教育委員会
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bango-
joreijimu.html

佐賀県 佐賀県 知事 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00357968/index.html

佐賀県 佐賀県 教育委員会 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00357968/index.html

熊本県 熊本県 知事 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_25805.html

熊本県 熊本県 教育委員会 https://www.pref.kumamoto.jp/site/kyouiku/120106.html

大分県 大分県 知事
https://www.pref.oita.jp/soshiki/11100/oitakenbangoseid
o.html

大分県 大分県 教育委員会 https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/dokuji.html
大分県 大分県 教育委員会 http://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/dokuji.html

宮崎県 宮崎県 知事
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/johoseisaku/shakaikiban/
johotsushin/20150119152713.html



鹿児島県 鹿児島県 知事
https://www.pref.kagoshima.jp/ac03/kurashi-
kankyo/mynumber/renkeitodokede.html

鹿児島県 鹿児島県 教育委員会
https://www.pref.kagoshima.jp/ac03/kurashi-
kankyo/mynumber/renkeitodokede.html

沖縄県 沖縄県 知事
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/digital/suisin/m
ynumber/torikumi.html

沖縄県 沖縄県 教育委員会
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/digital/suisin/m
ynumber/torikumi.html
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