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

北海道 小樽市 市長
https://www.city.otaru.lg.jp/simin/koseki/bangouseido/d
okujiriyoujimu.html

北海道 旭川市 市長
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/101/110
/d063433.html

北海道 室蘭市 市長
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/mynumber_
top.html

北海道 釧路市 市長
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/bangoseido/page0
0029.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/

青森県 青森県 知事
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gyokei/my
number_dokuji01.html

青森県 むつ市 市長
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/13,39450,15,828,h
tml

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 釜石市 市長
http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/mynumber/det
ail/1208792_3218.html

宮城県 仙台市 市長
http://www.city.sendai.jp/joho-
kikaku/shise/security/johoka/hosho/index.html

宮城県 石巻市 市長
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10102000/isge3/b
angoseido.html

宮城県 名取市 市長
http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/shisei/no
de_44503

宮城県 多賀城市 市長
https://www.city.tagajo.miyagi.jp/joho/kurashi/koseki/do
kujiriyou.html

秋田県 秋田県 知事 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41481

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

秋田県 横手市 市長 http://www.city.yokote.lg.jp/joho/page0000060.html

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

秋田県 男鹿市 市長 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/13,11373,147,html

秋田県 湯沢市 市長 http://www.city-yuzawa.jp/special/1146.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

秋田県 潟上市 市長
http://www.city.katagami.lg.jp/index.cfm/13,17867,42,37
7,html

秋田県 北秋田市 市長
https://www.city.kitaakita.akita.jp/shigoto/kenkouhukush
i_hukushi/hogo/2017-0405-1708-27.html

秋田県 にかほ市 市長
http://www.city.nikaho.akita.jp/administration/detail.html
?id=2036

秋田県 仙北市 市長
http://www.city.semboku.akita.jp/news_topics/whatsnew
.php?id=1794

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

福島県 福島市 市長
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/jouhouka-
system/kurashi/mynumber/sedo/dokuji_riyou_list.html

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

⑥行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施
されている外国人の保護に関する事務



福島県 いわき市 市長
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/14725381030
14/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 伊達市 市長
https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/soshiki/3/21279.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 水戸市 市長
http://www.city.mito.lg.jp/001133/mynumber/p017637.h
tml

茨城県 土浦市 市長 http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page006791.html

茨城県 古河市 市長
https://www.city.ibaraki-
koga.lg.jp/lifetop/soshiki/soumu/1/1140.html

茨城県 石岡市 市長 http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004909.html

茨城県 下妻市 市長 http://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page001896.html

茨城県 常総市 市長
http://www.city.joso.lg.jp/gyosei/keikaku/mainanba/142
2582448930.html

茨城県 笠間市 市長 http://www.city.kasama.lg.jp/page/page006062.html

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

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

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

栃木県 栃木県 知事
http://www.pref.tochigi.lg.jp/b03/mynumber/gyouseitets
uduki_jourei.html

栃木県 宇都宮市 市長
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/jumin/my
number/gaiyo/1013816.html

栃木県 足利市 市長 http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/dokujiriyou.html

栃木県 佐野市 市長
http://www.city.sano.lg.jp/kakuka/gyouseikeiei/02-
02/12.html

栃木県 鹿沼市 市長
http://www.city.kanuma.tochigi.jp/0077/info-
0000003675-0.html

栃木県 那須烏山市 市長
http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/index.cfm/7,31688
,83,359,html

群馬県 群馬県 知事 https://www.pref.gunma.jp/07/b27g_00001.html

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

埼玉県 埼玉県 知事
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0105/mynumber/dokujiriy
ou.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 川口市 市長
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01030/030/5/2
977.html

埼玉県 秩父市 市長 http://www.city.chichibu.lg.jp/6730.html

埼玉県 飯能市 市長 https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/31

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 草加市 市長
http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1212/030/PAGE
000000000000051888.html

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 蕨市 市長
https://www.city.warabi.saitama.jp/kurashi/1004853/my
number/1003233.html

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 蓮田市 市長
https://www.city.hasuda.saitama.jp/densan/shise/mynu
mber/renkei.html

埼玉県 日高市 市長
https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/51/54/6267.
html

埼玉県 吉川市 市長
https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/index.cfm/27,672
36,218,html

埼玉県 ふじみ野市 市長
https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/joho_t
okeika/johoseisakukakari/2297.html

千葉県 千葉市 市長
https://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/dokujiriyo
ujimu.html

千葉県 銚子市 市長
http://www.city.choshi.chiba.jp/sisei/kaikaku/dokujiriyou
jimu.html

千葉県 市川市 市長 http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla01/1111000162.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.h
tml

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 茂原市 市長 http://www.city.mobara.chiba.jp/0000001775.html

千葉県 成田市 市長
https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page306300.htm
l

千葉県 佐倉市 市長 http://www.city.sakura.lg.jp/0000012553.html

千葉県 旭市 市長
http://www.city.asahi.lg.jp/section/soumu/news/2015-
0525-1919-2.html

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 八千代市 市長
http://www.city.yachiyo.chiba.jp/20504/page200004.htm
l

千葉県 我孫子市 市長
https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/mynumber/dokuj
iriyoujimu.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 浦安市 市長
http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/1008963/1
016801.html

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

千葉県 印西市 市長 http://www.city.inzai.lg.jp/0000006609.html

千葉県 富里市 市長 http://www.city.tomisato.lg.jp/0000008442.html

千葉県 匝瑳市 市長 http://www.city.sosa.lg.jp/index.cfm/18,39266,284,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.ht
ml

東京都 文京区 区長
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/torikumi/my-
number/dokujiriyoujimu.html

東京都 台東区 区長
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/zeibangouseido
/dokujiriyoujimu.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 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 中野区 区長
https://www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/212500/d023925.html

東京都 杉並区 区長
http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/annai/mynumbe
r/1032179.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 練馬区 区長
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/gai
yo/joreijimu.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 江戸川区 区長
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e038/kurashi/todoke
/mynumbersedo/todokedesho.html

東京都 八王子市 市長
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/007/006/p
021372.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 武蔵野市 市長
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keika
ku/soumubu/1016106.html

東京都 三鷹市 市長 https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/066/066052.html

東京都 青梅市 市長 https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/7/1494.html

東京都 府中市 市長
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/
gyosei/mynumber/dokujiriyoujimu.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 町田市 市長
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/koukai/mynumb
er/dokujiriyou.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 小平市 市長
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/054/054853.ht
ml

東京都 日野市 市長
http://www.city.hino.lg.jp/kurashi/mynumber/riyou/1004
791.html

東京都 東村山市 市長
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikak
u/mynumber/index.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 国立市 市長
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept02/Div0
3/Sec02/gyomu/0201/0202/1491817671815.html

東京都 福生市 市長
http://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/others/mynum
ber/1006021.html

東京都 狛江市 市長
http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/46,86394,378,
html

東京都 東大和市 市長
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,75611,
375,740,html

東京都 清瀬市 市長
http://www.city.kiyose.lg.jp/s016/020/030/2017032116
3707.html

東京都 東久留米市 市長
http://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/joho/1005146
/index.html

東京都 多摩市 市長 http://www.city.tama.lg.jp/0000002339.html



東京都 稲城市 市長
http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/gyosei/jyouhoukouk
aihogo/OrdinatedAffairs.html

東京都 羽村市 市長 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000009781.html

東京都 あきる野市 市長 http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007812.html

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

神奈川県 神奈川県 知事 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/b8k/myn/index.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 川崎市 市長
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-8-9-7-
0-0-0-0-0-0.html

神奈川県 相模原市 市長
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/seido/1
004423.html

神奈川県 横須賀市 市長
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1210/mynumber
/index4.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 藤沢市 市長
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/dxs/information/m
ynumber_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 逗子市 市長
https://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/jouhou/myn
umber-dokuji.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 厚木市 市長
http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/totokeze
i/todokede/bangoseido/d035985.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 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/
hpg000030367.htm

新潟県 新潟県 知事
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/joho/1356864203133.
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 柏崎市 市長
https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/jtokei/shise/jsesaku/
mynumber/1704132000.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 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 富山県 知事
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1113/kj00015305-
002-01.html

富山県 高岡市 市長 https://www.city.takaoka.toyama.jp/joho/dokujiriyo.html

石川県 加賀市 市長
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/soumu/toukeijouhou/jo
horenkeiwotomonaudokujiriyou.html

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

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

福井県 鯖江市 市長
https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/todoke
de/mainanba_seido/Somu0120170329.html

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



山梨県 山梨県 知事
https://www.pref.yamanashi.jp/jouho/bangouseido_linksy
u/seido/bangouriyou.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 韮崎市 市長 https://www.city.nirasaki.lg.jp/docs/2017082600019/

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4項の規定に基づく事務(独自利用事
務)について

長野県 長野県 知事
https://www.pref.nagano.lg.jp/joho/mynumber/201704.ht
ml

長野県 長野市 市長
https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/shomu/1525
50.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 須坂市 市長
https://www.city.suzaka.nagano.jp/contents/item.php?id
=5924df8abafe2

長野県 駒ヶ根市 市長
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=&ci=16
103&i=16919

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

長野県 千曲市 市長 http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2017042600035/

長野県 東御市 市長
http://www.city.tomi.nagano.jp/category/1922/131337.h
tml

岐阜県 岐阜県 知事 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/12160.html

岐阜県 岐阜市 市長 https://www.city.gifu.lg.jp/28026.htm

岐阜県 岐阜市 市長 https://www.city.gifu.lg.jp/info/kaikaku/1008527.html

岐阜県 大垣市 市長 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000025997.html

岐阜県 多治見市 市長
http://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/kakuka/joho-
sesaku/mainanba_joho.html

岐阜県 関市 市長 https://www.city.seki.lg.jp/0000011196.html

岐阜県 中津川市 市長
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/%E7%A4%BE%E4
%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E3%83%BB%E7%A8%8E%
E7%95%AA%E5%8F%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6

岐阜県 瑞浪市 市長 http://www.city.mizunami.lg.jp/docs/2015101000024/

岐阜県 羽島市 市長 https://www.city.hashima.lg.jp/0000009121.html

岐阜県 土岐市 市長 http://www.city.toki.lg.jp/docs/8410.html

岐阜県 各務原市 市長
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/soudan/001816.h
tml

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

岐阜県 瑞穂市 市長 http://www.city.mizuho.lg.jp/5742.htm

岐阜県 下呂市 市長
http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/
node_1025/node_1027/node_41352

静岡県 静岡市 市長 http://www.city.shizuoka.jp/000_006500.html

静岡県 浜松市 市長
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp//houmu/bangou
/todokede.html

静岡県 三島市 市長 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn020235.html

静岡県 富士宮市 市長
http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/municipal_govern
ment/qc0he800000067f9.html

静岡県 磐田市 市長
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/my
number/sokujiriyoujimu/1001356.html

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



静岡県 掛川市 市長
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/jyohosuishin/
seisaku/johosuisinkeikaku/mynumber.html

静岡県 袋井市 市長
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kurashi_tetsu
zuki/mynumber/seido/1503903742147.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 伊豆の国市 市長
http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/soumu/shisei/myn
umber/dokujiriyojimu.html

静岡県 森町 町長
https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/kurashi_
tetsuzuki/mynumber/1413.html

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 豊川市 市長
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/gyoseiunei/johoka
suishi/torikumi/mynumber.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 知立市 市長
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/kokai/1491383610
879.html

愛知県 岩倉市 市長 http://www.city.iwakura.aichi.jp/0000003263.html

三重県 三重県 知事
http://www.pref.mie.lg.jp/D1SENRYAKU/88130000001.h
tm

三重県 津市 市長
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/14918264
70681/index.html

三重県 四日市市 市長
http://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/15028690
63880/index.html

三重県 伊勢市 市長 https://www.city.ise.mie.jp/15108.htm

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/25,55887,313,80
6,html

三重県 名張市 市長
http://www.city.nabari.lg.jp/s079/250/20170428103607.
html

三重県 伊賀市 市長 http://www.city.iga.lg.jp/0000004374.html

滋賀県 大津市 市長
http://www.city.otsu.lg.jp/kurashi/myn/1424825068588.
html

滋賀県 近江八幡市 市長
http://www.city.omihachiman.shiga.jp/contents_detail.ph
p?co=&frmId=13397

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

滋賀県 野洲市 市長
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/soumu/mynumber/14
50766358797.html

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

滋賀県 米原市 市長
http://www.city.maibara.lg.jp/soshiki/seisaku/joho/1442.
html

京都府 京都府 知事
http://www.pref.kyoto.jp/somucho/bangoseido/dokuziriy
ouzimu.html

京都府 京都市 市長
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000217
710.html

京都府 亀岡市 市長
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/kaikaku/mynaumberd
okuji29.html

大阪府 大阪府 知事
http://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/mynumber_system/
fudokujiriyoujimu.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/news/dok
uziriyou.html

大阪府 岸和田市 市長
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/7/my-
number.html



大阪府 豊中市 市長
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/mynumber/
Ordinance.html

大阪府 豊中市 市長
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/mynumber/O
rdinance.html

大阪府 池田市 市長
http://www.city.ikeda.osaka.jp/tokki/1426823382871.ht
ml

大阪府 泉大津市 市長
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/seis
akusuisin/bangoseido/bangoseido.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 貝塚市 市長
http://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseisaku/seisak
u/topics/mynamber.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 泉佐野市 市長
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/seisak
u/menu/mainanba/1491908461073.html

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

大阪府 寝屋川市 市長
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kei
eikikaku/johosuisinka/mynumber_shakaihoshozeibangosei
do/honshinotorikumi/dokujiriyou.html

大阪府 河内長野市 市長
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/25/31202.
html

大阪府 松原市 市長
https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/digital_suishin/1
_1/4731.html

大阪府 大東市 市長
http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/seisakus
ushin/zaimu/mynumber/1493168446721.html

大阪府 和泉市 市長
http://www.city.osaka-
izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/kikaku/osirase/140894993
2802.html

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

大阪府 柏原市 市長
http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/201703210005
7/

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 摂津市 市長
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/soumubu/jouho
useisakuka/todokedesho/1052.html

大阪府 藤井寺市 市長
https://www.city.fujiidera.lg.jp/soshiki/seisakukikaku/sei
sakusuishin/shisakukeikaku/my_number/1474350679484.
html

大阪府 東大阪市 市長 http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000018663.html

大阪府 四條畷市 市長 https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/5/2767.html

大阪府 四條畷市 市長 http://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/5/2767.html

大阪府 交野市 市長 http://www.city.katano.osaka.jp/docs/2015082700012/

兵庫県 兵庫県 知事
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk25/mynumber_dokujiriyou.
html

兵庫県 神戸市 市長
https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/kurashi/registration/
tuutikaado/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 明石市 市長
http://www.city.akashi.lg.jp/soumu/so_soumu_ka/mynum
ber/hyoukasho.html

兵庫県 西宮市 市長
https://www.nishi.or.jp/kurashi/shakaihosho/mynumberr
iyo/dokujiriyo.html

兵庫県 洲本市 市長
http://www.city.sumoto.lg.jp/contents/20150814151441.
html



兵庫県 芦屋市 市長
http://www.city.ashiya.lg.jp/jouhou/mynumberdokujiriyou
.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 西脇市 市長
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/mynumber/14162
05721279.html

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

兵庫県 三木市 市長 https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/5/2160.html

兵庫県 高砂市 市長
http://www.city.takasago.lg.jp/index.cfm/19,0,203,979,ht
ml

兵庫県 川西市 市長
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/shiseijoho/gyozaisei/
1003777.html

兵庫県 小野市 市長 https://www.city.ono.hyogo.jp/1/8/18/1/14/e673/

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

兵庫県 加西市 市長
http://www.city.kasai.hyogo.jp/04sise/56main/56main02.
htm

兵庫県 南あわじ市 市長
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/
dokujiriyou.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 たつの市 市長
http://www.city.tatsuno.lg.jp/jouhousuishin/mynumber.ht
ml

兵庫県 太子町 町長
http://www.town.hyogo-
taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/soumu/mynumberigyousya
/1491900100197.html

兵庫県 上郡町 町長
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=10309

兵庫県 香美町 町長
http://www.town.mikata-
kami.lg.jp/www/contents/1490838781825/index.html

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 橿原市 市長
https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5c352485f1
a7f00f31b1e916

奈良県 桜井市 市長
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/koushitsu/gyouseikei
eika/my_number/1475716421101.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 御坊市 市長
http://www.city.gobo.wakayama.jp/sosiki/somu/somu/ta
nto/mynumber/mynumber.html

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

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

鳥取県 米子市 市長 https://www.city.yonago.lg.jp/21586.htm

鳥取県 岩美町 町長 http://www.iwami.gr.jp/item/8370.htm#itemid8370

鳥取県 八頭町 町長 http://www.town.yazu.tottori.jp/2682.htm

鳥取県 湯梨浜町 町長 http://www.yurihama.jp/soshiki/3/7740.html

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 浜田市 市長
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1484
103132347/index.html

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



島根県 江津市 市長 https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/7/4951.html

岡山県 岡山市 市長
http://www.city.okayama.jp/soumu/bunsho/bunsho_002
66.html

岡山県 倉敷市 市長 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/24065.htm

岡山県 玉野市 市長 https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/1/1638.html

岡山県 井原市 市長 http://www.city.ibara.okayama.jp/docs/2017042100054/

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

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

広島県 尾道市 市長
http://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/12/22893.
html

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

広島県 東広島市 市長
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/somu/5/
6/3287.html

山口県 下関市 市長
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/14914
50643361/index.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 防府市 市長
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/7/mynumber-
dokujiriyou.html

山口県 岩国市 市長 https://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/10/20398.html

山口県 周南市 市長 https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/8/57229.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 徳島県 知事
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/ict
/2016111500030

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
http://www.city.naruto.tokushima.jp/shisei/kangaeru/ho
shin/bangoseido/

徳島県 三好市 市長 https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/mynriyou.html

香川県 香川県 知事
https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir1/dir1_8/dir1_8
_3/wtlu2q170414142737.shtml

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 丸亀市 市長 https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i30639/

香川県 坂出市 市長
http://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/seisaku/mynummbe
r.html

香川県 善通寺市 市長 http://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/3/maina.html

香川県 観音寺市 市長 https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/2/715.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 愛媛県 知事
https://www.pref.ehime.jp/h10800/shichoshinko/gyousei
/mynumber-original-usecase.html

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

愛媛県 大洲市 市長
https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/kikakujoho/21226.
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 高知県 知事 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/111701/dokuji.html



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

高知県 南国市 市長
http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=50
28

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

福岡県 北九州市 市長
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-
huku/19200052.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
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1017/_1293
/_4429.html

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

福岡県 田川市 市長
http://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0035928/index.ht
ml

福岡県 八女市 市長
http://www.city.yame.fukuoka.jp/kurashi/3/1493112469
701.html

福岡県 行橋市 市長
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/20180213000
14/

福岡県 小郡市 市長 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/197/311/680

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 宗像市 市長
http://www.city.munakata.lg.jp/w005/20170410194253.h
tml

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 古賀市 市長
http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/jinji/023.p
hp

福岡県 嘉麻市 市長 http://www.city.kama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=10703

福岡県 糸島市 市長
http://www.city.itoshima.lg.jp/s005/020/020/020/010/ii
nkai-todokede.html

福岡県 広川町 町長
http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/hp/departmentTop
/node_64/node_65/gyousei/node_18781

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

佐賀県 小城市 市長 https://www.city.ogi.lg.jp/main/22951.html

長崎県 長崎県 知事
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-
hoken/shakaihukushi/hogo-seikatsu-
shakaihukushi/http10-1-10-

長崎県 長崎市 市長
http://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/193010/193012/p
025919.html

長崎県 佐世保市 市長
http://www.city.sasebo.lg.jp/soumu/jyohou/mynumber_s
eido.html

長崎県 諫早市 市長 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post05/37858.html

長崎県 大村市 市長
https://www.city.omura.nagasaki.jp/kouryuu/shise/shok
ai/shisaku/torikumi/mynumber/kozinjouhouhogotaisaku.
html

長崎県 五島市 市長
https://www.city.goto.nagasaki.jp/s006/020/020/010/0
10/020/20190310175641.html

長崎県 雲仙市 市長
http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=2
6243

熊本県 熊本県 知事 https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_25805.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 玉名市 市長 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/116/8658.html

熊本県 山鹿市 市長
https://www.city.yamaga.kumamoto.jp/www/contents/1
491191231808/index.html

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

熊本県 宇土市 市長 https://www.city.uto.lg.jp/q/aview/338/14693.html

熊本県 宇城市 市長
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/inde
x.html

熊本県 合志市 市長 https://www.city.koshi.lg.jp/kiji00313178/index.html

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

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 竹田市 市長 http://www.city.taketa.oita.jp/kurashi/mynumber

大分県 豊後高田市 市長
http://www.city.bungotakada.oita.jp/page/mynumber.htm
l

大分県 杵築市 市長
https://www.city.kitsuki.lg.jp/kurashi/my_number/1/241
9.html

大分県 宇佐市 市長 http://www.city.usa.oita.jp/soshiki/2/23771.html

大分県 国東市 市長
http://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/kikaku/my-
number-dokuji.html

宮崎県 宮崎県 知事
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/johoseisaku/shakaikiban/
johotsushin/20150119152713.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 延岡市 市長
http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=19
0306162724

宮崎県 日南市 市長 https://www.city.nichinan.lg.jp/main//page011910.html

宮崎県 串間市 市長
http://www.city.kushima.lg.jp/main/health/mynumber/m
ynumber.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 鹿児島市 市長
https://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/soumu/gyokan/
mynumber_dokujiriyoujimu.html

鹿児島県 出水市 市長
https://www.city.kagoshima-
izumi.lg.jp/page/page_01456.html

鹿児島県 指宿市 市長
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/mynumber/m
ynumber/page007375.html

鹿児島県 志布志市 市長 http://www.city.shibushi.lg.jp/docs/2015031200013/

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

鹿児島県 姶良市 市長
https://www.city.aira.lg.jp/gyokaku/kurashi/bangoseido.h
tml

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

沖縄県 那覇市 市長
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/todoke
/mynumber/hogohyoukasho.html

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

沖縄県 浦添市 市長 http://www.city.urasoe.lg.jp/docs/2015042000022/



沖縄県 糸満市 市長 https://www.city.itoman.lg.jp/docs/2018012300023/
沖縄県 沖縄市 市長 http://www.city.okinawa.okinawa.jp/kurashi/123/1608
沖縄県 豊見城市 市長 http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/living/3882/6981


	⑥

