住民基本台帳の閲覧状況の公表（西区）
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
称及び代表者又は管理人の氏名）
1 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 部長 吉田理恵）
2 株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 井
上孝志
3 株式会社

ＲJＣリサーチ

代表取締役

佐野耕太郎

利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

１１月全国個人視聴率調査（委託者：ＮＨＫ放送文化研究所 平成30年10月18日
世論調査部）

五十嵐２の町在住の７歳以上の（平成２３年１
２月末日までに生まれた）男女 １２人

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）

赤塚在住の昭和４年４月２日から平成１１年４
月１日生まれの男女 ６０人

平成30年11月7日

内閣府大臣官房政府広報室（内閣府）が実施する「成年年齢 平成30年11月12日
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）

上新栄町５・６丁目在住の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
同範囲の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 ５人

4 一般社団法人 新情報センター 事務局長 平谷伸次 メディア接触と政治についての調査（委託者：ＮＨＫ放送文 平成30年11月13日
（共同申出者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部長 化研究所 世論調査部）
吉田理恵）

寺尾北２丁目、上新栄町３丁目在住の平成３０
年１２月末時点で１８歳以上の（平成１２年１
２月末日までに生まれた）日本人の男女 １２
人
寺尾上２・３丁目在住の満２８歳から７２歳の
日本人男女 ２２人

5 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

第４回家族についての全国調査（委託者：上智大学）

6 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

第５回犯罪被害者実態（暗数）調査（安全、安心な社会づく 平成30年11月27日
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）

7 防衛省

自衛隊新潟地方協力本部長

8 一般社団法人

会長

大室真生

9 一般社団法人 中央調査社
出者：駒澤大学）

会長

大室真生（共同申 文化と意識に関する全国調査（委託者：駒澤大学）

新情報センター

西有明町在住の１６歳以上の（平成１４年１２
月末までに生まれた）男女 ２５人

自衛隊法（昭和２９年法律第１６５号）第２９条第１項及び 平成30年12月3日から 西区在住の平成１３年４月２日から平成１４年
第３５条関連
平成30年12月7日
４月１日生まれの日本人の男女 １，３８９人
西区在住の平成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 ６９４人

中央調査社

10 一般社団法人

平成30年11月27日

事務局長

平成３０年度土地問題に関する国民の意識調査（委託者：国 平成30年12月4日
土交通省 土地・建設産業局企画課）

坂井在住の満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 ９人

平成30年12月4日

青山１丁目在住の１８歳以上５９歳以下（昭和
３４年１月１日から平成１２年１２月末日まで
に生まれた）日本人の男女 ２０人

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： 平成30年12月6日
国立病院機構 久里浜医療センター）

小針南台、小針藤山在住の満１０歳以上３０歳
未満の（昭和６４年１月１日から平成２０年１
２月末日までに生まれた）日本人の男女 ２０
人
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住民基本台帳の閲覧状況の公表（西区）
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）
閲覧の年月日
称及び代表者又は管理人の氏名）
11 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 平成31年2月13日
統計課）
日本宝く 平成31年2月15日

閲覧に係る住民の範囲
五十嵐２の町在住の平成３１年４月２日時点で
１６歳以上の男女 ５０人

12 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

宝くじに関する世論調査（委託者：一般財団法人
じ協会）

13 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

中高年者の生活実態に関する全国調査（委託者：国立大学法 平成31年2月15日
人 東京大学）

新中浜１丁目から４丁目在住の満１８歳以上の
（平成１３年２月末日までに生まれた）日本人
の男女 ２４人
木場在住の昭和３５年５月1日から昭和４４年４
月末日生まれの日本人の男女 １３名

14 一般社団法人

中央調査社

会長

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 平成31年2月22日
生命保険文化センター）

五十嵐東１丁目在住の満１８歳以上６９歳以下
の日本人の男女 ３５人

15 （株）建設技術研究所北陸支社 支社長 原文宏（共 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
同申出者：（株）スピードリサーチ 代表取締役 小 者：国土交通省 北陸地方整備局信濃川下流河川事務所）
林教）

平成31年3月7日から
平成31年3月8日

青山、青山新町、赤塚、有明町、五十嵐１の
町、五十嵐２の町、五十嵐３の町東、五十嵐３
の町西、五十嵐３の町南、五十嵐３の町北、五
十嵐中島、五十嵐西、五十嵐東、板井、内野上
新町、内野関場、内野戸中才、内野西、内野
町、内野山手、浦山、大野、大野町、笠木、金
巻、上新栄町、神山、亀貝、木場、木山、黒
鳥、小新、小新大通、小新西、小新南、小針、
小針が丘、小針上山、小針台、小針西、小針藤
山、小針南、小針南台、坂井、坂井砂山、坂井
東、新通南、新通、新通西、新中浜、須賀、関
屋堀割町、善久、大学南、高山、立仏、中権
寺、寺尾、寺尾朝日通、寺尾上、寺尾北、寺尾
台、寺尾西、寺尾東、寺尾前通、寺地、ときめ
き東、ときめき西、鳥原、鳥原新田、中野小
屋、西有明町、西小針台、東青山、平島、槇
尾、真砂、松海が丘、松美台、みずき野、谷
内、山田、四ツ郷屋在住の２０歳以上の男女
４７７人

６月全国個人視聴率調査（委託者：ＮＨＫ放送文化研究所
16 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 世論調査部）
調査部 部長 吉田理恵）

令和元年5月14日

ときめき西２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

家計の金融行動に関する世論調査（委託者：金融広報中央委 令和元年5月14日
員会

亀貝、小新南２丁目在住の２０歳以上の（平成
１１年５月末日までに生まれた）男女 １６人

17 株式会社
鈴木稲博

日本リサーチセンター

代表取締役社長
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住民基本台帳の閲覧状況の公表（西区）
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）
閲覧の年月日
称及び代表者又は管理人の氏名）
テレビ視聴に関する調査（委託者：株式会社 野村総合研究 令和元年5月22日
18 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生
所）
19 一般社団法人

中央調査社

20 一般社団法人

新情報センター

21 株式会社
鈴木稲博

会長

日本リサーチセンター

大室真生
事務局長

国民生活に関する世論調査（委託者：内閣府大臣官房政府広 令和元年5月30日
報室）
平谷伸次 総務省統計局の実施する「家計消費状況調査」
総務省統計局 統計調査部消費統計課

代表取締役社長

６０代の雇用・生活調査
策研究・研修機構

（委託者： 令和元年6月7日

（委託者：独立行政法人

閲覧に係る住民の範囲
神山、東山在住の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名
大野在住の満１８歳以上の（平成１３年５月末
までに生まれた）日本人の男女 ３２人
五十嵐２の町在住の平成３１年４月２日時点で
１６歳以上の（平成１５年４月１日までに生ま
れた）男女 ５０人
五十嵐１の町、大学南１丁目在住の同年齢の男
女 ５０人

労働政 令和元年6月20日

鳥原在住の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

（委託者：公益財 令和元年6月26日

22 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
団法人 新聞通信調査会）

23 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

医療のかかり方・女性の健康に関する世論調査
内閣府大臣官房政府広報室）

24 一般社団法人

中央調査社

会長

大室真生

がん対策・たばこ対策に関する世論調査（附帯調査：新型イ 令和元年6月26日
ンフルエンザ対策）（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）

寺尾東３丁目在住の満１８歳以上の（平成１３
年７月末日までに生まれた）日本人の男女 ２
１人
小針４丁目在住の満１８歳以上の（平成１３年
６月末日までに生まれた）日本人の男女 １６
人
谷内在住の満１８歳以上の（平成１３年６月末
日までに生まれた）日本人の男女 １０人

25 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生（共同申 職業と社会（社会的不平等）に関する国際比較調査（委託者 令和元年8月14日
出者：ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部）
ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部）

山田在住の１８歳以上の（平成１３年１２月末
までに生まれた）男女 １２人

26 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生（共同申 災害に関する意識調査（委託者：ＮＨＫ放送文化研究所世論 令和元年8月14日
出者：ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部）
調査部）

小新南１丁目在住の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
ときめき西１丁目在住の満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
９人

27 一般社団法人

28 株式会社
上孝志

中央調査社

会長

インテージリサーチ

大室真生

代表取締役社長

（委託者： 令和元年6月26日

森林と生活に関する世論調査（附帯調査：竹島）（委託者： 令和元年8月29日
内閣府大臣官房政府広報室）
井 「医薬品及び医療機器の費用対効果評価におけるＱＯＬ尺度 令和元年9月19日
の標準値測定のための調査業務」における「健康に関するア
ンケート」（委託者：国立保健医療科学院 保健医療経済評
価研究センター）

3 / 4 ページ

みずき野１・２丁目在住の令和元年１２月末日
時点で１６歳以上８９歳以下の男女 １３０人

住民基本台帳の閲覧状況の公表（西区）
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）
閲覧の年月日
称及び代表者又は管理人の氏名）
外交に関する世論調査（附帯調査：尖閣諸島）（委託者：内 令和元年9月20日
29 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生
閣府大臣官房政府広報室）
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閲覧に係る住民の範囲
五十嵐中島３丁目在住の満１８歳以上の（平成
１３年９月末日までに生まれた）日本人の男女
１０人

