
選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

  横浜市鶴見区選挙管理委員会 

委員長 古宿 正雄 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 

閲覧に係る選

挙人の 

範囲 

令和４年 

４月 22日 

読売新聞東京本社 

編集局 世論調査部 

代表者 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町１－７－１ 

全国の有権者を対象に実施する世論

調査の調査対象者を抽出（転記）する

ため 

 第 17投（45件） 

令和４年 

６月 

２日、３日 

幸福実現党 

神奈川県本部 

代表者 小又 英雄 

横浜市金沢区泥亀１－28－E607 

政治活動の一環として名簿の整理を

行うため 
 

第 18投（95件） 

第19投（261件） 

第35投（174件） 

令和４年 

７月 21日 

株式会社 サーベイ 

リサーチセンター 

代表者 藤澤 士朗 

東京都荒川区西日暮里２-40-10 

全国の有権者を対象に実施する【時事

問題調査「日本の世論2022」】の対象

者を抽出するため 

株式会社社会調査研

究センター 

代表取締役社長 

松本 正生 

第７投（11件） 



令和 4年 

８月 16日 
株式会社日経リサーチ 

代表者 新藤 政史 

東京都千代田区内神田２-２-１  

鎌倉河岸ビル 

株式会社日経リサーチが実施する「経

済や政治、社会問題等に関する有権者

の意識調査（日本経済新聞社 郵送世

論調査）」の調査対象者を抽出するた

め 

日本経済新聞社 

東京本社編集局長 

井口 哲也 

第４投（16件） 

令和４年 

８月 30日 

一般社団法人 

中央調査社 

代表者 境 克彦 

東京都中央区銀座５-15-８ 

「第26回参議院議員通常選挙に関す

る意識調査」実施のための対象者抽出 

公益財団法人 

明るい選挙推進協議

会 

会長 佐々木 毅 

第 29投（17件） 

令和４年 

９月 27日 

一般社団法人 

共同通信社 

代表者 水谷 亭 

東京都港区東新橋１－７－１ 

日本世論調査会・共同通信社 世論調

査の対象者抽出のため 
 

第３投（12件） 

第 13投（12件） 

第 19投（12件） 

第 36投（12件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市神奈川区選挙管理委員会 

委員長 天 野 輝 夫 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 28日 

公益財団法人明る

い選挙推進協会 

会長 佐々木 毅 

東京都千代田区一番町 13－３ 

選挙に関する意識調査

を実施するため 

一般社団法人中

央調査社 
第９、37、42投票所(17件) 

令和４年 

５月 20日 

日本共産党横浜北

東地区委員会 

代表者 釘丸 進 

神奈川県横浜市鶴見区潮田町３－147－６ 
政治活動のため  第 13、14投票所（531件） 

令和４年 

５月 27日 

日本共産党横浜北

東地区委員会 

代表者 釘丸 進 

神奈川県横浜市鶴見区潮田町３－147－６ 
政治活動のため  第 13、14投票所（834件） 

令和４年 

６月３日 

日本共産党横浜北

東地区委員会 

代表者 釘丸 進 

神奈川県横浜市鶴見区潮田町３－147－６ 
政治活動のため  第 13、14投票所（320件） 

令和４年 

６月 10日 

日本共産党横浜北

東地区委員会 

代表者 釘丸 進 

神奈川県横浜市鶴見区潮田町３－147－６ 
政治活動のため  第 13、14投票所（597件） 

令和４年 

９月 13日 

一般社団法人共同

通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

政治・選挙に関する世

論調査を実施するため 
 第４、29、40投票所（36件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10 月 21 日 

横浜市西区選挙管理委員会 

委員長 山口 繁 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

６月 16 日 

日本共産党横浜中

央地区委員会 

委員長 明石 行夫 

横浜市中区若葉町 2-30-6 
政治活動のため   第１投票区から第 19 投票区 

令和４年 

７月 26 日 

株式会社サーベイ

リサーチセンター 

代表取締役 藤澤 士朗 

東京都荒川区西日暮里２-40-10 

時事問題調査「日本の

世論 2022」実施に伴う

対象者の抽出のため 

株式会社毎日新

聞社 

世論調査室 

東京都千代田区

ーツ橋ｌ丁目１

－１ 

第 10 投票区より合計 11 名 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 25日 

横浜市中区選挙管理委員会 

委 員 長 山 中  利 弘 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

６月７日、

９日、10日 

作山 友祐 ― 
政治活動（選挙運動も含

む）を目的とした閲覧 
－ 全域（2,939件） 

令和４年 

８月 22日 
一般社団法人 中央調査社 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５－15－８ 

政治選挙に関する世論調

査を実施するため 

公益財団法人 

明るい選挙推

進協会 

第３投票区（17件） 

令和４年 

８月 23日 
株式会社 日経リサーチ 

株式会社 日経リサーチ 

代表取締役社長 新藤 政史 

東京都千代田区内神田２－２－１  

鎌倉河岸ビル 

政治選挙に関する世論調

査を実施するため 

日本経済新聞

社 
第 24投票区（16件） 

令和４年 

９月 27日 
一般社団法人 共同通信社 

一般社団法人 共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

政治選挙に関する世論調

査を実施するため 
－ 第５、14，18，28投票区（48件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

令和４年 10月 21日 

横浜市南区選挙管理委員会 

委 員 長 岩 田 充 治 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 19日 
読売新聞東京本社 

世論調査部長 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町１－７－１ 

政治選挙に関する世論

調査を実施するため 
第 19投票区（45件） 

令和４年 

５月 18日 

19日 

23日 

24日 

25日 

26日 

27日 

日本共産党 

横浜中央地区委員

会 

委員長 明石 行夫 

横浜市中区若葉町２－30－６ 

Ｙ.Ｔビル 101号室 

政治活動（選挙運動を

含む。）をするため 

六ツ川１丁目１から 246 まで（169

件）、六ツ川１丁目 264以降（204件）、

六ツ川４丁目（300件） 

中里３丁目（210件）、中里４丁目（17

番から 28 番まで、33 番、34 番、40

番から 42 番までを除く）（360 件）、

別所中里台（300件）、別所７丁目（300

件） 

別所１丁目１番から５番まで（392

件）、別所２丁目（301件）、別所３丁

目（277件） 



永田みなみ台（1,499 件） 

永田東１丁目 20番以降（480件）、永

田東２丁目（１番、３番を除く）（500

件）、永田北１丁目（460件）、永田台 

１番から 37 番まで、39 番以降（300

件）、南太田４丁目（480件） 

六ツ川３丁目（450件） 

三春台６番から 28番まで（133件）、

三春台 29番以降（562件） 

日枝町（250件）、二葉町（275件）、

南吉田町（200 件）、永田山王台２番

以降（350 件）、永田南１丁目（237

件） 

令和４年 

９月 22日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

政治選挙に関する世論

調査を実施するため 
第 20、25、31投票区（36件） 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10 月 21 日 

横浜市港南区選挙管理委員会 

委員長 吉 田 義 穗 

閲覧年月日 
閲覧申出者の 

名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

３月 28 日

～ 

４月 18 日 

合計 9日間 

日本共産党 

港南区委員会 

代表  平川 鉄男 

横浜市港南区上大岡西一丁目 

19 番 21 

市民に政党の政策を広く伝えるため。 

支持者台帳の確認と補充のため。 
なし 

第１、第２、第３、第４、第６、第８、

第 14、第 15、第 16、第 19、第 20、第

21、第 22、第 23、第 27、第 28、第 29、

第 31、第 33、第 34、第 35、第 38 投

票区の全域から 108,416 件 

令和４年 

４月 28 日 

一般社団法人 

中央調査社 

会長  境 克彦 

東京都中央区銀座５-15-８ 

「第 26 回参議院議員通常選挙選挙前・選挙

後意識調査」実施のための対象者抽出 

明るい選挙

推進協会 
第 33 投票区の全域から 17 件 

令和４年 

９月 30 日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長  水谷 亨 

東京都港区東新橋１-７-１ 

日本世論調査会・共同通信社 

世論調査のための対象者抽出 
なし 

第３投票区の全域から 12 件 

第 11 投票区の全域から 12 件 

第 30 投票区の全域から 12 件 

第 37 投票区の全域から 12 件 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市保土ケ谷区選挙管理委員会 

委員長 田村 眞佐子 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 26日 

一般社団法人中央

調査社 
会長 境 克彦 
東京都中央区銀座５－15－８ 

調査対象者の抽出のた

め 

公益財団法人明

るい選挙推進協

会 

和田１丁目（17件） 

令和４年 

６月 16日、 

17 日 

日本共産党 

横浜西南地区委員

会  

委員長 横山 征吾  

横浜市戸塚区戸塚町 3875 

政策の広報活動を行う

ため 
 今井町、仏向町、上菅田町（949件） 

令和４年 

７月 28日 

株式会社サーベイ

リサーチセンター 

代表取締役 藤澤 士朗 

東京都荒川区西日暮里２－40－10 

調査対象者の抽出のた

め 

株式会社社会調

査研究センター 
第 22投票区（11件） 

令和４年 

９月 20日 

一般社団法人共同

通信社 
社長 水谷 亨 
東京都港区東新橋１－７－１ 

調査対象者の抽出のた

め 
 第 11、20、29、37投票区（48件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令 和 ４ 年 1 0 月 2 1 日 

横浜市旭区選挙管理委員会             

委 員 長  小  林  薫 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 22 日 

読売新聞東京本社 

編集局 世論調査部 

代表者 世論調査部長 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町１－７－１ 

政治・選挙に関する世論

調査を実施するため 
 第１投票区（45 件） 

令和４年 

６月 16 日、

17 日、20 日 

日本共産党横浜西南

地区委員会 

代表 横山 征吾 

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 3785 
政治活動のため  区内全域（1000 件） 

令和４年 

８月４日 

株式会社サーベイリ

サーチセンター 

代表取締役 藤澤 士朗 

東京都荒川区西日暮里２－40－10 

政治・選挙に関する世論

調査を実施するため 

株式会社 

毎日新聞社 
第 43 投票区（11 件） 

令和４年 

８月 22 日 

一般社団法人 

中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５－15－８ 

政治・選挙に関する世論

調査を実施するため 

公益財団法人 

明るい選挙推

進協会 

上白根３丁目 20 番～（17 件） 

令和４年 

９月 30 日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

政治・選挙に関する世論

調査を実施するため 
 第７、29、42 投票区（36 件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市磯子区選挙管理委員会 

委員長 安 井   誠 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

８月 26日 

一般社団法人 

中央調査社 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５－15－８ 

意識調査の対象者抽出

のため 

公益財団法人 

明るい選挙推進

協会 

第 16投票区 

（17件） 

令和４年 

９月 26、27 日 

日本共産党 

横浜中央地区委員会 

日本共産党横浜中央地区委員会 

明石 行夫 

横浜市中区若葉町２－30－６  

Ｙ.Ｔビル 101号室 

政治活動及び啓発活動

のため 
 

第８～12投票区 

（859件） 

令和４年 

９月 28日 

一般社団法人 

共同通信社 

一般社団法人 共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

世論調査の対象者抽出

のため 
 

第 16、22、29、31投票区 

（48件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

令和４年 10月 21日 

横浜市金沢区選挙管理委員会 

委員長 矢野 順一 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 19日 

株式会社 

読売新聞東京本社 

世論調査部長 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町１－７－１ 
世論調査の調査対象者抽出 第１投票区(45件) 

令和４年 

８月 18日 

株式会社 

日経リサーチ 

代表取締役社長 新藤 政史 

東京都千代田区内神田２-２-１ 

鎌倉河岸ビル 

「経済や政治、社会問題等に関

する有権者の意識（日本経済新

聞社 郵送世論調査）」の調査

対象者抽出 

株式会社 

日本経済新聞社 
第 36投票区(16件) 

令和４年 

９月２日 

一般社団法人 

中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５-15-８ 

「時事世論調査」実施のための

対象者抽出 

株式会社 

時事通信社 

第４,25投票区 

(126件) 

令和４年 

９月 27日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

日本世論調査会・共同通信社世

論調査の対象者抽出 

第 14,18,29投票区 

(36件) 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10 月 21 日 

横浜市港北区選挙管理委員会 

委員長 尾 﨑 あ づ さ 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 15 日 
読売新聞東京本社 

代表者 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町一丁目７番１号 

政治・選挙などに関する世

論調査のため 
－ 第11投票区（45件） 

令和４年 

４月 26 日 

一般社団法人中央

調査社 

代表者 境 克彦 

東京都中央区銀座五丁目15番８号 

「第26回参議院議員通常

選挙 選挙前・選挙後意識

調査」の対象者の抽出のた

め 

公益財団法人明

るい選挙推進協

会 

新羽町386番地以降（17件） 

令和４年 

７月 21 日 

株式会社サーベイ

リサーチセンター 

代表者 藤澤 士朗 

東京都荒川区西日暮里二丁目 40 番 10 号 

「日本の世論2022」の対象

者抽出のため 
株式会社社会調

査研究センター 
第８投票区（11件） 

令和４年 

８月 25 日 

一般社団法人中央

調査社 
代表者 境 克彦 

東京都中央区銀座五丁目15番８号 

「第26回参議院議員通常選

挙に関する意識調査」の対

象者の抽出のため 

公益財団法人明

るい選挙推進協

会 

新吉田東５丁目（17件） 

令和４年 

８月 31 日 

立憲民主党・民権

クラブ横浜市港北

区政務活動事務所 

代表者 菅原 あきひと 

横浜市港北区日吉２丁目６番３号202 

活動報告及びビラの配布

のため 
－ 

プラウドシティ日吉レジデンス１

～３、プラウド日吉クロス、プラウ

ド日吉、コープ野村日吉（1,639件） 



閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

９月 21 日 

一般社団法人共同

通信社 

代表者 水谷 亨 

東京都港区東新橋一丁目７番１号 

「日本世論調査会・共同通

信社 世論調査」の対象者

の抽出のため 
－ 

第２投票区、第13投票区、第44投票

区（36件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年 9 月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市緑区選挙管理委員会 

委員長 齋藤 純男  

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年４月６日、７

日、12日、13日、15

日、20日、７月 26日、

27 日、28日、 

８月２日、３日、４日、

23 日、24日、25 日、

９月 13日、16日、21

日、22日、27日、28

日、29 日、30日 

神奈川県議会議員 

古賀てるき事務所 

神奈川県議会議員 古賀てるき 

横浜市緑区寺山町 87-19 

第二志村ビル２階 

政治活動（選挙運動を

含む。）のため 
 

十日市場（513件） 

いぶき野（123件） 

鴨居（347件） 

鴨居町（62件） 

三保町（293件） 

寺山町（302件） 

小山町（42件） 

上山町（241件） 

新治町（106件） 

森の台（35件） 

西八朔町（77件） 

青砥町（148件） 

台村町（145件） 

長津田（450件） 

長津田みなみ台（246件） 

長津田町（369件） 

東本郷（127件） 

令和４年 

８月 25日 

株式会社 

日経リサーチ 

代表取締役社長 新藤 政史 

東京都千代田区内神田２－２－１ 

政治選挙に関する世論

調査を実施するため 
 長津田みなみ台一丁目（16件） 

令和４年 

９月 13日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

政治選挙に関する世論

調査を実施するため 
 第２、10、19、23投票区（48件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 20日 

横浜市青葉区選挙管理委員会 

委員長 谷 本  要 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 15日 
読売新聞東京本社 

世論調査部長 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町 1-7-1 

世論調査の調査対象者 

を抽出するため 
 第 12投票区（45件） 

令和４年 

４月 21日 

一般社団法人  

中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座 5-15-8 

世論調査の調査対象者 

を抽出するため 

公益財団法人 

明るい選挙推進

協会  

第 34投票区（17件） 

令和４年 

８月 22日 

一般社団法人  

中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座 5-15-8  

世論調査の調査対象者 

を抽出するため 

株式会社  

時事通信社 
松風台、榎が丘（126 件） 

令和４年 

８月 25日 

株式会社 

日経リサーチ 

代表取締役社長 新藤 政史  

東京都千代田区内神田 2-2-1  

世論調査の調査対象者 

を抽出するため 
日本経済新聞社 第 34投票区（16件） 

令和４年 

９月 27日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区新橋 1-7-1  

世論調査の調査対象者 

を抽出するため 
 

第４投票区、第 29 投票区、第 42 投

票区（36件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市都筑区選挙管理委員会 

委員長 阿 部 文 夫 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

８月４日 

株式会社  

サーベイリサーチ

センター 

代表取締役 藤澤 士朗 

東京都荒川区西日暮里 2-40-10 

国の政策に関する有権

者の意識調査のため 
毎日新聞社 第 24投票区（11件） 

令和４年 

８月８日 

一般社団法人 

中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座 5-15-8 

「第 26 回参議院議員

通常選挙に関する意識

調査」実施のため 

公益財団法人 

明るい選挙推進

協議会 

第８投票区（17件） 

令和４年 

９月 16日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区新橋 1-7-1 

政治・選挙に関する世

論調査の対象者抽出の

ため 

― 第５、第９、第 31投票区（各 12件） 

 



横浜市戸塚区選挙管理委員会
委員長　大　山　　　勲　夫

閲覧年月日 閲覧申出者の名称
代表者又は管理人の氏名

及び主たる事務所の所在地
（※閲覧申出者が法人の場合）

利用目的の概要 委託者

令和４年
６月７日

日本共産党
横浜西南地区委員会

代表者　横山　征吾
横浜市戸塚区戸塚町3875

選挙のはがき・アンケートの対象者
抽出のため

-

令和４年
７月27日

株式会社
サーベイリサーチセン
ター

代表取締役　藤澤　士朗
東京都荒川区西日暮里２－40－10

暮らしや外交・安全保障など、国の
政策課題についての有権者の意識調
査対象を抽出するため

-

令和４年
８月18日

株式会社
日経リサーチ

代表取締役社長　新藤　政史
東京都千代田区内神田２－２－１
鎌倉川岸ビル

『経済や政治、社会問題等に関する
有権者の意識調査（日本経済新聞社
郵送世論調査）』の調査対象者を抽
出するため

日本経済新聞社

令和４年
９月30日

一般社団法人
共同通信社

社長　水谷　亨
東京都港区東新橋１－７－１

日本世論調査会・共同通信社世論調
査の対象者抽出のため

-

平成16年10月2日以前に生
まれた男女のうち第29、
36、37、38投票区の者
（16件）

第34投票区
（11件）

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について　　　　　

閲覧に係る選挙人の範囲

第6、7、8、14、15、17、
24、25、26、29、31、32、
34、35、36、37、38、39投
票区
（551件）

　令和４年４月１日から令和４年９月30日までの期間における選挙人名簿抄本閲覧の状況について、公職選挙法第28条の４第７
項（第30条の12で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含
む）の規定に基づき、次のとおり公表します。

第９、23、39投票区
（36件）



 

 

選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市栄区選挙管理委員会 

委員長 込 山 光 雄 

 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

８月 18日 

一般社団法人 

中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５－15－８ 

「第26回参議院議員通常

選挙に関する意識調査」

の対象者抽出のため 

公益財団法人  

明るい選挙推進協会 

会長 佐々木 毅 

桂台南二丁目 38番以降に在住の 

満 18歳以上の男女 17人 

令和４年 

８月 18日 

一般社団法人 

中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５－15－８ 

「時事世論調査」の対象

者抽出のため 

株式会社 時事通信社 

代表取締役社長 

境 克彦 

笠間五丁目 28 番以降、小菅ケ谷一

丁目 16 番以降及び小菅ケ谷二丁目

８番以降に在住の満 18 歳以上の男

女 126人 

令和４年 

９月 20日 

一般社団法人  

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

世論調査の対象者抽出の

ため 
 

第５、第８、第 15、第 26投票区 

計 48名 

 



 
 

 

 

選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30日までの期間における、公職選挙法第 28条の２、第 28条の３及び第 28条の４（第 30条の 12で準用

する場合を含む）による選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧について、公職選挙法第 28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合

を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４第１項及び第２項（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）の規定に基づき、次のとおり

公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市泉区選挙管理委員会 

委員長  坂 田 悦 孝 

 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

６月 17日 

日本共産党 

横浜西南地区委員会 

委員長 横山 征吾 

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 3875 
政治活動を行う為 ―――― 

第２・13・14・15・20投票区 

（計 1,492件） 

令和４年 

６月 20日 

日本共産党 

横浜西南地区委員会 

委員長 横山 征吾 

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 3875 
政治活動を行う為 ―――― 第 13・15投票区（計 575件） 

令和４年 

６月 21日 

日本共産党 

横浜西南地区委員会 

委員長 横山 征吾 

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 3875 
政治活動を行う為 ―――― 第 13・15投票区（計 291件） 

令和４年 

７月 27日 

株式会社サーベイリ

サーチセンター 

代表取締役 藤澤 士朗 

東京都荒川区西日暮里２丁目 40番 10号 
調査研究 

株式会社社会調査 

研究センター 
第 16投票区（11件） 



 

令和４年 

９月 30日 

一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１-７-１ 
世論調査 ―――― 第３・11・18投票区（計 36件） 

 



選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表について 

 

令和４年４月１日から令和４年９月 30 日までの期間における選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、公職選挙法第

28 条の４第７項（第 30 条の 12 で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３条の４（在外選挙執行規則第２条の２で準用する場合を含む）

の規定に基づき、次のとおり公表します。 

 

令和４年 10月 21日 

横浜市瀬谷区選挙管理委員会 

委員長 諸橋 政治 

閲覧年月日 閲覧申出者の名称 

代表者又は管理人の氏名及び 

主たる事務所の所在地 

（※閲覧申出者が法人の場合） 

利用目的の概要 委託者 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年 

４月 22日 
読売新聞東京本社 

編集局 世論調査部 

世論調査部長 湯本 浩司 

東京都千代田区大手町１－７－１ 

「読売全国世論調査」

の調査対象者抽出のた

め 

 第 16投票区（計 45件） 

令和４年 

５月９日 
一般社団法人中央調査社 

会長 境 克彦 

東京都中央区銀座５－15－８ 

「第 26回参議院議員通

常選挙 選挙前・選挙

後意識調査」の調査対

象者抽出のため 

公益財団法人

明るい選挙推

進協会 

本郷三丁目 48以降（計 17名） 

令和４年 

９月 26日 
一般社団法人共同通信社 

社長 水谷 亨 

東京都港区東新橋１－７－１ 

「日本世論調査会全国

世論調査」の調査対象

者抽出のため 

 第 17・21・24投票区（計 36名） 
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