住民基本台帳の閲覧状況の公表（中央区）
住民基本台帳法、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令及び新潟市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領に基づき、下記のとおり公表いたしま
す。

申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名
利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）
称及び代表者又は管理人の氏名）
1 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生（共同申 メディア利用動向調査（委託者：ＮＨＫ放送文化研究所世論
出者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部長 吉田理 調査部）
恵）

平成30年10月3日

山二ツ、山二ツ４・５丁目在住の１６歳以上の
（平成１４年１２月末日までに生まれた）日本人
の男女 １２人

2 一般社団法人

平成30年10月3日

鐙西１丁目在住の満１８歳以上の（平成１２年９
月末日までに生まれた）日本人の男女 １０人

3 株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴 日本人の国民性第１４次全国調査（委託者：大学共同利用機
木稲博（共同申出者：大学共同利用機関法人 情報・ 関法人情報・システム研究機構統計数理研究所）
システム研究機構統計数理研究所 所長 樋口知之）

平成30年10月5日

有明大橋町、有明台在住の２０歳以上８４歳以下
の（昭和８年１０月１日から平成１０年９月末日
までに生まれた）男女 １６人

4 一般社団法人

新情報センター

5 一般社団法人

中央調査社

平成30年10月18日 小張木１丁目在住の満１５歳以上の（平成１５年
１０月末日までに生まれた）日本人の男女 ２５
人
平成30年10月19日 長嶺町在住の満１８歳以上の（平成１２年１０月
末日までに生まれた）日本人の男女 １６人

中央調査社

会長

大室真生

事務局長

会長

6 株式会社

ＲＪＣリサーチ

7 株式会社
上孝志

インテージリサーチ

外交に関する世論調査（付帯調査 北方領土問題）（委託
者：内閣府大臣官房政府広報室）

平谷伸次

大室真生

代表取締役

老後の生活設計と公的年金に関する世論調査（委託者：内閣
府大臣官房政府広報室）

佐野耕太郎

成年年齢の引下げに関する世論調査（委託者：内閣府大臣官
房政府広報室）

井

平成３１年度家庭部門のＣＯ２排出実態統計調査（委託者：
環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室）

8 一般社団法人 新情報センター 事務局長 平谷伸次
（共同申出者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部長
吉田理恵）
9 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生

メディア接触と政治についての調査（委託者：ＮＨＫ放送文
化研究所世論調査部）

10 一般社団法人

11 防衛省

中央調査社

代表取締役社長

平成３０年度消費者意識基本調査（委託者：消費者庁）

会長

大室真生

自衛隊新潟地方協力本部長

第４回家族についての全国調査（委託者：上智大学）

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

平成30年10月29日 親松在住の１６歳から２２歳の（平成８年１月１
日から平成１４年１０月１日までに生まれた）日
本人の男女 １１人
親松在住の４０歳から５９歳の（昭和３４年１月
１日から昭和５３年１０月１日までに生まれた）
日本人の男女 ４人
平成30年10月31日 学校町通２番町、和合町１丁目在住の昭和４年４
から平成30年11月 月２日から平成１１年４月１日生まれの男女 １
1日
２０人
平成30年11月16日 女池上山４丁目在住の満１８歳以上の（平成１２
年１２月末日までに生まれた）日本人の男女 １
２人
平成30年11月21日 附船町１丁目在住の満２８歳から７２歳の日本人
の男女 ２３人

テレビ視聴に関する調査（委託者：株式会社野村総合研究
所）

平成30年11月21日 女池西１丁目在住の１６歳以上の（平成１４年１
２月末日までに生まれた）日本人の男女 １４人

自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２９条第１項及び
第３５条関連

平成30年12月3日 中央区在住の平成１３年４月２日から平成１４年
から平成30年12月 ４月１日生まれの日本人の男女 １４４５人
7日
中央区在住の平成１６年４月２日から平成１７年
４月１日生まれの日本人の男子 ７１５人
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住民基本台帳の閲覧状況の公表（中央区）
住民基本台帳法、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令及び新潟市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領に基づき、下記のとおり公表いたしま
す。

申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名
利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）
称及び代表者又は管理人の氏名）
12 一般社団法人 新情報センター 事務局長 平谷伸次 インターネット使用と生活習慣に関する実態調査（委託者：
国立病院機構久里浜医療センター）
13 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

14 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

15 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

社会意識に関する世論調査（委託者：内閣府大臣官房政府広
報室）

16 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

17 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査２０１９
（委託者：東京大学社会科学研究所）
日本家計パネル調査「就業と生活について」（委託者：慶応
義塾大学パネルデータ設計・解析センター）

18 一般社団法人

新情報センター

事務局長

平谷伸次

インターネット使用と生活習慣に関する実態調査（委託者：
国立病院機構久里浜医療センター）

19 一般社団法人

新情報センター

事務局長

平谷伸次

家計消費状況調査（委託者：総務省統計局統計調査部消費統
計課）

20 一般社団法人

中央調査社

会長

第５回犯罪被害実態（暗数）調査（安全・安心な社会づくり
のための基礎調査）（委託者：法務省法務総合研究所研究
部）
平成３０年度土地問題に関する国民の意識調査（委託者：国
土交通省土地・建設産業局企画課）

大室真生

２０１９年度生活保障に関する調査（委託者：公益財団法人
生命保険文化センター）
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閲覧の年月日
平成30年12月4日

平成30年12月5日

閲覧に係る住民の範囲
山二ツ３丁目在住の満１０歳以上３０歳未満の
（昭和６４年１月１日から平成２０年１２月末日
までに生まれた）日本人の男女 ２０人
浜浦町２丁目在住の１６歳以上の（平成１４年１
２月末日までに生まれた）男女 ２５人

平成30年12月5日

上所中３丁目在住の満２０歳以上の（平成１０年
１２月末日までに生まれた）日本人の男女 １０
人
平成30年12月18日 海辺町１・２番町、船見町２丁目在住の満１８歳
以上の（平成１２年１２月末日までに生まれた）
日本人の男女 ３２人
平成30年12月18日 女池７丁目在住の満２０歳以上３１歳以下の男女
２０人
平成31年1月25日 小張木２・３丁目在住の昭和２４年２月１日から
平成１１年１月末日生まれの日本人の男女 ３６
人
平成31年2月1日
女池西１丁目在住の満１０歳以上３０歳未満の
（平成元年３月１日から平成２１年２月末日まで
に生まれた）日本人の男女 ２０人
平成31年2月7日
関屋松波町１丁目、学校町通３番町、関屋下川原
町１丁目在住の１６歳以上の（平成１５年４月１
日までに生まれた）男女 ５０人
女池３丁目在住の１６歳以上の（平成１５年４月
１日までに生まれた）男女 ５０人
平成31年2月19日

弁天橋通２丁目在住の満１８歳以上６９歳以下の
（昭和２４年４月１日から平成１３年３月末日ま
でに生まれた）日本人の男女 ３５人

住民基本台帳の閲覧状況の公表（中央区）
住民基本台帳法、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令及び新潟市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領に基づき、下記のとおり公表いたしま
す。

申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名
利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）
称及び代表者又は管理人の氏名）
21 株式会社 建設技術研究所北陸支社 支社長 原文宏 信濃川周辺住民への河川環境整備に対する意識調査（委託
（共同申出者：株式会社スピードリサーチ 代表取締 者：国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所）
役 小林教）

22 株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長
鈴木稲博（共同申出者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論
調査部長 吉田理恵）
23 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生
24 株式会社

毎日新聞社

代表取締役社長

丸山昌宏

閲覧の年月日
平成31年3月12日
から14日

閲覧に係る住民の範囲
旭町通、赤坂町、網川原、有明大橋町、有明台、
鐙、鐙西、明石、愛宕、一番堀町、医学町通、稲
荷町、入船町、礎町通、浮洲町、姥ケ山、上沼、
営所通、扇町、親松、大島、近江、上大川前通、
川岸町、学校町通、川端町、鏡が岡、春日町、蒲
原町、上所、上所上、上所中、神道寺南、神道
寺、寄附町、窪田町、京王、小張木、高志、栄
町、三和町、幸町、幸西、笹口、下大川前通、新
島通、下所島、新和、紫竹山、紫竹、信濃町、水
道町、関屋、関屋松波町、関屋金衛町、関屋浜松
町、関屋本村町、関屋昭和町、関屋金鉢山町、関
屋田町、関屋新町通、関屋下川原町、関屋大川
前、関屋恵町、関新、関南町、田中町、高美町、
忠蔵町、附船町、天明町、天神尾、天神、出来
島、鳥屋野南、鳥屋野、長嶺町、長潟、西堀通、
西堀前通、西大畑町、西厩島町、西湊町通、西馬
越、沼垂東、沼垂西、浜浦町、白山浦、早川町、
花園、万代、東堀通、東堀前通、東中通、東大畑
通、東入船町、東湊町通、東大通、東万代町、日
の出、東幸町、東出来島、古町通、二葉町、船場
町、文京町、弁天、弁天橋通、本町通、本間町、
堀之内、堀之内南、堀割町、南浜通、湊町通、水
島町、南笹口、南出来島、南長潟、南万代町、美
の里、室町、女池南、桜木町、女池上山、女池、
女池神明、女池西、女池北、本馬越、八千代、弥
生町、山二ツ、寄居町、四ツ屋町、横七番町通、
米山、和合町、美咲町、上近江、湖南在住の２０
歳以上の男女 ６０７人
沼垂東３・４丁目在住の７歳以上の（平成２４年
１２月末日までに生まれた）男女 １２人

６月全国個人視聴率調査（委託者：ＮＨＫ放送文化研究所世
論調査部）

令和元年5月16日

テレビ視聴に関する調査（委託者：株式会社野村総合研究
所）

令和元年5月17日

近江３丁目の１６歳以上の（平成１５年６月末日
までに生まれた）日本人の男女 １４人

第７２回読書世論調査

令和元年5月29日

鳥屋野南３丁目在住の男女
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１２人

住民基本台帳の閲覧状況の公表（中央区）
住民基本台帳法、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令及び新潟市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領に基づき、下記のとおり公表いたしま
す。

申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名
利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）
称及び代表者又は管理人の氏名）
25 一般社団法人 新情報センター 事務局長 平谷伸次 消費動向調査（委託者：内閣府経済社会総合研究所）
（共同申出者：内閣府経済社会総合研究所 所長 西
崎文平）
社会と生活に関する意識調査（委託者：ＮＨＫ放送文化研究
26 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生
所世論調査部）
27 一般社団法人

28 株式会社
鈴木稲博

新情報センター

閲覧に係る住民の範囲
有明台、関南町在住の単身世帯の世帯主

令和元年5月31日

京王３丁目在住の１６歳以上の（平成１５年６月
末日までに生まれた）日本人の男女 １４人

家計消費状況調査（委託者：総務省統計局統計調査部消費統
計課）

令和元年6月5日

代表取締役社長

６０代の雇用・生活調査（委託者：独立行政法人労働政策研
究・研修機構）

令和元年6月14日

学校町通２番町、白山浦１丁目在住の１６歳以上
の（平成１５年４月１日までに生まれた）男女
５０人
西堀通３番町在住の同年齢の男女 ５０人
女池１丁目から３丁目在住の同年齢の男女 ５０
人
女池２丁目から４丁目在住の６０歳から６９歳の
（昭和２４年６月２日から昭和３４年６月１日ま
でに生まれた）男女 １９人

事務局長

日本リサーチセンター

閲覧の年月日
令和元年5月30日

平谷伸次

４０人

29 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

第１２回メディアに関する全国世論調査（委託者：公益財団
法人新聞通信調査会）

令和元年6月28日

30 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

２０１９年新聞およびＷｅｂ利用に関する総合調査（くらし
と情報についてのおたずね）（委託者：朝日新聞社マーケ
ティング本部マーケティング部）
令和２年国勢調査第３次試験調査

令和元年6月28日

令和元年7月18日

信濃町、二葉町１丁目、西大畑町、上大川前通８
番町、南笹口１丁目、鳥屋野１丁目、笹口１丁目
在住の男女 ７２人

平谷伸次

２０１９年度人権に関する意識調査（委託者：法務省人権擁
護局）

令和元年7月23日

33 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生（共同申
出者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部長 吉田理
恵）

災害に関する意識調査（委託者：ＮＨＫ放送文化研究所世論
調査部）

令和元年8月2日

窪田町１・２丁目在住の満１８歳以上の（平成１
３年７月末日までに生まれた）日本人の男女 ２
５人
鳥屋野３丁目在住の満１６歳以上の（平成１５年
８月末日までに生まれた）日本人の男女 １２人

31 新潟市長

中原八一

32 一般社団法人

担当：総務部総務課

新情報センター

事務局長
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和合町２・３丁目在住の満１８歳以上の（平成１
３年７月末日までに生まれた）日本人の男女 ２
１人
紫竹山７丁目在住の満１５歳以上の（平成１６年
８月末日までに生まれた）日本人の男女 ２５人

住民基本台帳の閲覧状況の公表（中央区）
住民基本台帳法、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令及び新潟市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要領に基づき、下記のとおり公表いたしま
す。

申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名
利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）
称及び代表者又は管理人の氏名）
森林と生活に関する世論調査（付帯調査 竹島に関する世論
34 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生
調査）（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）
35 株式会社
上孝志

インテージリサーチ

代表取締役社長

井

健康に関するアンケート（委託者：国立保健医療科学院保険
医療経済評価研究センター）
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閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

令和元年8月30日

女池西２丁目在住の１８歳以上の（平成１３年８
月末日までに生まれた）日本人の男女 １０人

令和元年9月17日

本町通１番町から１０番町在住の１６歳以上８９
歳以下の（昭和５年１月１日から平成１５年１２
月末日までに生まれた）男女 １３０人

