
⑦地方公共団体が公営住宅に類して設置する住宅等の管理に関する事務

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 湧別町 町長
http://www.town.yubetsu.lg.jp/40gyosei/05policy/bango
seido/bangosedo.html

北海道 雄武町 町長
http://www.town.oumu.hokkaido.jp/hotnews/detail/0000
3964.html

北海道 音更町 町長
http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-
seikatu/mynumber/dokujiriyoujimu.html

北海道 幕別町 町長
http://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/mynumber/20
18-0214-1319-42.html

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

岩手県 大船渡市 市長
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/145023
9859033/index.html

岩手県 花巻市 市長
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/todokede/m
ynumber/1004695.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 八郎潟町 町長 http://www.town.hachirogata.akita.jp/c1/c90/1958

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 相馬市 市長
https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/johosei
sakuka/4835.html

福島県 二本松市 市長 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page000598.html

福島県 田村市 市長
http://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/3/mynumshowinfo.h
tml

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 川俣町 町長
http://www.town.kawamata.lg.jp/site/kurashi-
tetsuzuki/dokujiriyoujimu.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 越谷市 市長
https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kur
ashi/mynumber/seido/20170410114347837.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 八千代市 市長 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/20504/page200004.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 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 練馬区 区長
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/gai
yo/joreijimu.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

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 小千谷市 市長
http://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/somu/dokujiriyouj
imu.html

新潟県 上越市 市長
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/soumukanri/m
ynumber-bangoseido.html

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

石川県 志賀町 町長
http://www.town.shika.ishikawa.jp/soumu/my_number.ht
ml

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 甲州市 市長
http://www.city.koshu.yamanashi.jp/shisei/add_doc/deta
il/番号法第9条第5項の規定に基づく事務(独自利用事
務)について

長野県 中野市 市長 http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2017040600020/

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

長野県 飯山市 市長
http://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/kikakuzaisei/jy
ohoseisaku/mynumberdokujiriyoujimu

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

長野県 松川村 村長
http://www.vill.matsukawa.nagano.jp/gyousei-
joho/archives/003634.php

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

岐阜県 山県市 市長
http://www.city.yamagata.gifu.jp/shisei/mynumber/p-
8633.html

静岡県 湖西市 市長
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/johosei
sakuka/gyomuannai/1_2/2150.html

京都府 京都府 知事
https://www.pref.kyoto.jp/somucho/bangoseido/dokuziri
youzimu.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/kurashi/jutaku/jutaku/oshiras
e/jutakujimu-dokuji-johorenkei.html

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

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

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

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
http://www.city.kobe.lg.jp/information/project/innovatio
n/mynumber/dokujiriyou.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 伊丹市 市長
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/SSOMU/mynu
mber/johorenkei/1474347299489.html

兵庫県 たつの市 市長
https://www.city.tatsuno.lg.jp/jouhousuishin/mynumber.
html

兵庫県 佐用町 町長
http://www.town.sayo.lg.jp/cms-
sypher/www/info/detail.jsp?id=4065

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 奈良市 市長
http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1
420595781272/index.html

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



和歌山県 みなべ町 町長 http://www.town.minabe.lg.jp/docs/2016091500013/

和歌山県 串本町 町長
https://www.town.kushimoto.wakayama.jp/kurashi/my-
number/todokedesyo-kouhyou.html

鳥取県 倉吉市 市長
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/gyousei/div/soumu/sou
mu/x629/c799/

島根県 松江市 市長
http://www1.city.matsue.shimane.jp/shinsei/jyuki/bango
useido/dokujiriyou.html

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

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

岡山県 新見市 市長
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/i
ndex/436.html

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

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

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

広島県 三次市 市長
https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/jouhou_m/ICT/my
number/bangouseido_3.html

山口県 周防大島町 町長
http://www.town.suo-
oshima.lg.jp/seisakukikaku/dokujiriyoutodokede.html

香川県 香川県 知事
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir4/dir4_2/index.s
html

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 小豆島町 町長
https://www.town.shodoshima.lg.jp/gyousei/kakuka/som
u/jyohokanri/4904.html

愛媛県 伊予市 市長
https://www.city.iyo.lg.jp/soumukikaku/shisei/jouhou/nu
mber/index.html

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

高知県 須崎市 市長
https://www.city.susaki.lg.jp/life/list.php?hdnSKBN=B&h
dnCat=1100&hdnJPN=%C6%FC%CB%DC%B8%EC&routekb
n=A

高知県 中土佐町 町長
http://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=4
16

高知県 梼原町 町長 http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/

福岡県 北九州市 市長
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/toshi-
juutakukanri.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

佐賀県 玄海町 町長 http://www.town.genkai.lg.jp/soshiki/2/1004.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 雲仙市 市長
http://www.city.unzen.nagasaki.jp/info/prev.asp?fol_id=2
6243

長崎県 南島原市 市長 http://www.city.minamishimabara.lg.jp/page6359.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 人吉市 市長 https://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/36/16019.html



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

熊本県 天草市 市長
https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0035280/inde
x.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 日田市 市長
http://www.city.hita.oita.jp/shisei/jouhou/mynumber/61
04.html

大分県 由布市 市長
http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/mynumber/my_numb
er/

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

宮崎県 日向市 市長
http://www.hyugacity.jp/display.php?cont=170907165544

宮崎県 川南町 町長
http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/jichimaru_jpn/d
epartmentTop/cyoucyou/soumu/soumu/node_13203

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

鹿児島県 薩摩川内市 市長
https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/14
90595531361/index.html

鹿児島県 霧島市 市長
https://www.city-
kirishima.jp/gyokaku/201703dokujiriyou.html

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