住民基本台帳の閲覧状況の公表
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。

【中央区】
申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては，
利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）
その名称及び代表者又は管理人の氏名）
メディア利用動向調査（調査目的：テレビ・インター
1 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生
ネットなどがどのように見聞きされているかをおたず
ねする調査）（委託者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論
調査部）

令和元年10月3日 京王３丁目在住の１６歳以上の（平成１５年１０月
末日までに生まれた）日本人男女 １４名

2 株式会社 日本リサーチセンター
社長 鈴木稲博

代表取締役 第４回くらしと生活設計に関する調査（委託者：一般
財団法人 ゆうちょ財団）

令和元年10月18日 笹口１丁目から３丁目在住の２０歳以上の（平成１
１年１１月１日までに生まれた）男女 ２０名

3 株式会社 インテージリサーチ
長 井上孝志

代表取締役社 令和２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）

令和元年10月24日 万代５丁目在住の昭和５年４月２日から平成１２年
４月１日までに生まれた男女 ６０名

4 一般社団法人
谷伸次

新情報センター

事務局長

統計調査

令和元年10月31日 以下に在住の平成３１年４月２日現在１６歳以上の
（平成１５年４月１日までに生まれた）男女
・川端町１丁目から２丁目 ５０名
・東大通１丁目から２丁目、花園１丁目 ５０名
・神道寺１丁目、鐙西２丁目 ５０名
・東出来島、上所上３丁目在住 ５０名

5 一般社団法人

中央調査社

令和元年11月5日 関屋田町３丁目在住の満１８歳以上の（平成１３年
１１月末日までに生まれた）日本人の男女 １０名

6 一般社団法人
治

輿論科学協会

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに関す
る世論調査（附帯調査：認知症に関する世論調査）
（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）
井田潤 通信利用動向調査（委託者：総務省情報流通行政局
情報通信政策課 情報通信経済室）

7 防衛省

会長

大室真生

理事長

自衛隊新潟地方協力本部長

8 一般社団法人

中央調査社

会長

平 家計消費状況調査（委託者：総務省統計局
部 消費統計課）

大室真生

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

令和元年11月22日 姥ケ山２丁目、桜木町、三和町、西大畑町、水島
町、緑町、湊町通１ノ町、湊町通２ノ町在住の平成
３１年４月１日現在２０歳以上の（平成１１年４月
１日までに生まれた）世帯主（世帯主判別できない
場合は２０歳以上男女個人） １７２名

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

令和元年12月2日 中央区在住の平成１４年４月２日から平成１５年４
から令和元年12月 月１日生まれの日本人の男女 １３６１名
3日
中央区在住の平成１７年４月２日から平成１８年４
月１日生まれの日本人の男子 ６８１名

日本とアメリカに関する世論調査（委託者：ＮＨＫ報
道局 選挙プロジェクト事務局）

令和元年12月11日 西堀通３番町在住の１８歳以上の日本人の男女
２名
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申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては，
利用目的の概要（閲覧事項の利用目的）
その名称及び代表者又は管理人の氏名）
9 株式会社 ＲＪＣリサーチ 代表取締役 守住 少子高齢化社会における家族・出生・仕事に関する全
邦明（共同申出者：国立大学法人 東京大学
国調査（東京大学大学院経済学研究科の学術研究にお
大学院経済学研究科 科長 渡辺努）
ける調査）（委託者：国立大学法人東京大学 大学院
経済学研究科）

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

令和元年12月18日 女池４丁目に在住の１８歳から４９歳までの（昭和
４５年４月１日から平成１３年１２月末日までに生
まれた）日本人の男女 ８名

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに関す
10 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 る調査（２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
査部 部長 吉田理恵）
クに対する関心や期待、放送サービスへの要望、障害
者スポーツなどへの理解度などを把握する）（委託
者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部）

令和元年12月26日 米山、米山２丁目、米山４丁目在住の満２０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 １２名

11 一般社団法人

中央調査社

令和2年1月29日

掘割町在住の満２０歳以上の（平成１２年３月末日
までに生まれた）日本人の男女 ２１名

12 一般社団法人
谷伸次

新情報センター

令和2年2月7日

以下に在住の平成３１年４月２日現在１６歳以上の
（平成１５年４月１日までに生まれた）男女
・本町通５番町、東堀通５番町、東堀前通５番町
５０名
・沼垂西１丁目、蒲原町 ５０名
・紫竹山５丁目から６丁目 ５０名
・鐙２丁目、紫竹山２丁目 ５０名
・網川原１丁目から２丁目 ５０名

代表取締役 家計の金融行動に関する世論調査（委託者：金融広報
中央委員会(日本銀行情報サービス局内)）

令和2年5月11日

14 株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役 ２０２０年度全国個人視聴率調査（委託者：ＮＨＫ放
社長 鈴木稲博（共同申出者：ＮＨＫ放送文化 送文化研究所 世論調査部）
研究所 世論調査部 部長 吉田理恵）
テレビ視聴に関する調査（委託者：株式会社 野村総
15 一般社団法人 中央調査社 会長 大室真生
合研究所）

令和2年5月11日

掘割町、有明大橋町、関屋恵町在住の２０歳以上の
（平成１２年５月末日までに生まれた）男女 ２２
名
笹口２丁目在住の７歳以上の（平成２５年１２月末
日までに生まれた）男女 １２名

会長

13 株式会社 日本リサーチセンター
社長 鈴木稲博

大室真生

事務局長

健康情報についての全国調査（委託者：国立研究開発
法人 国立がん研究センター 社会と健康研究セン
ター 予防研究部）
平 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）

統計調査

令和2年6月16日

17 一般社団法人 新情報センター 事務局長 山 消費動向調査（委託者：内閣府経済社会総合研究所）
本恭久（共同申出者：内閣府 経済社会総合研
究所 所長 井野靖久）
食生活に関する世論調査（附帯調査：民事裁判ＩＴ
18 一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦
化）（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）

令和2年8月11日

16 一般社団法人
谷伸次

新情報センター

事務局長

平 家計消費状況調査（委託者：総務省統計局
部 消費統計課）

令和2年5月27日
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令和2年8月19日

女池南１丁目から３丁目在住の１６歳以上の（平成
１６年６月末日までに生まれた）日本人の男女 １
４名
以下に在住の令和２年４月２日現在１６歳以上の
（平成１６年４月１日までに生まれた）男女
・寺裏通２番町、東中通２番町、西堀通４番町、西
堀前通５番町、古町通５番町 ５０名
・西大畑町、東大畑通１番町 ５０名
・米山３丁目、南笹口１丁目 ５０名
関屋大川前１丁目、関新２丁目から３丁目、浜浦町
１丁目から２丁目在住の２人以上の世帯の世帯主及
び単身世帯の世帯主 ７２名
湊町通３ノ町、東湊町３ノ町在住の満１８歳以上の
（平成１４年８月末日までに生まれた）日本人の男
女 １０名

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）
19 株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役
鈴木稲博（共同申出者：日本銀行情報サービス
局 局長 林新一郎）
20 一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦（共
同申出者：ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部
部長 吉田理恵）
21 一般社団法人 中央調査社 会長 境克彦

22 一般社団法人

23 株式会社
鈴木稲博

中央調査社

会長

日本リサーチセンター

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

第８４回生活意識に関するアンケート調査（委託者：
日本銀行情報サービス局）

令和2年8月28日

山二ツ３丁目から５丁目在住の２０歳以上の（平成
１２年１０月末日までに生まれた）男女 １５名

環境に関する国際比較調査（環境問題や環境保護の取
り組みに対する人々の意識調査）（委託者：ＮＨＫ放
送文化研究所 世論調査部）
公共交通機関利用時の配慮に関する世論調査（附帯調
査：情報通信機器の利活用）（委託者：内閣府大臣官
房政府広報室）
第１３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2年9月2日

田中町在住の１８歳以上の（平成１４年１２月末日
までに生まれた）男女 １２名

令和2年9月2日

一番堀通町在住の満１８歳以上の（平成１４年９月
末日までに生まれた）日本人の男女 ９名

令和2年9月2日

鳥屋野１丁目在住の満１８歳以上の（平成１４年９
月末日までに生まれた）日本人の男女 ２１名

代表取締役 少子化社会に関する国際意識調査（委託者：内閣府子
ども・子育て本部）

令和2年9月11日

笹口２丁目、南笹口１丁目在住の２０歳以上４９歳
以下の（昭和４５年９月末日から平成１２年１０月
１日までに生まれた）男女 ３０名
医学町通２番町在住の満１８歳以上の（平成１４年
９月末日までに生まれた）日本人の男女 １０名

境克彦

24 一般社団法人

中央調査社

会長

境克彦

薬局の利用に関する世論調査（委託者：内閣府大臣官
房政府広報室）

令和2年9月17日

25 一般社団法人

中央調査社

会長

境克彦

外交に関する世論調査（附帯調査：水循環）（委託
者：内閣府大臣官房政府広報室）

令和2年9月25日

西大畑町在住の満１８歳以上の（平成１４年９月末
日までに生まれた）日本人の男女 ９名

26 一般社団法人
本恭久

新情報センター

令和2年9月30日

以下に在住の令和２年４月２日現在１６歳以上の男
女
・上大川前通八番町、上大川前通九番町、秣川岸通
１丁目、北多門町、南多門町 ５０名
・南笹口１丁目 ５０名
・南笹口２丁目 ５０名

事務局長

山 家計消費状況調査（委託者：総務省統計局
部 消費統計課）
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統計調査

