
【別紙２ 公用以外】 

港 南 戸 第 245 号  

令和４年５月 25 日 

港 南 区 長  

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る利用概要等の公表について 

 

住民基本台帳法（昭和 42年７月 25日 法律第 81号）第 11条の２第 12項の規定により、次のとお

り住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況（訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認を除く）

について公表いたします。 

 

閲覧年月日 申出者（法人の場合は、そ

の名称、代表者の氏名） 

閲覧に係る住民の範囲 利用目的の概要 

令和 3年 4月 6日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

【共同申出者】 

NHK放送文化研究所 世論

調査部 

部長 吉田 理恵 

笹下３丁目 「2021年度全国個人視

聴率調査」の対象者抽

出のため 

令和 3年 5月 14日 株式会社 インテージリサ

ーチ 

代表取締役社長 小田切 

俊夫 

大久保２丁目 2021年度「旅行・観光

消費動向調査」(一般統

計調査)対象者抽出のた

め 

令和 3年 5月 18日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

下永谷１～２丁目 「子ども・青少年のス

ポーツに関する調査」

の対象者抽出のため 

令和 3年 5月 19日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

日野中央 3丁目 「テレビ視聴に関する

調査」実施のための対

象者抽出 

令和 3年 5月 25日 一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局長 山本 恭久 

日限山 2～4丁目 

丸山台 4丁目 

総務省統計局の実施す

る「家計消費状況調

査」に伴う対象者の抽

出のため 

令和 3年 6月 3日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

港南 1丁目 「日常生活に関するア

ンケート」(生活者 1万

人アンケート)実施のた

めの対象者抽出 

令和 3年 6月 10日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

港南 6丁目 

港南中央通り 1丁目 

港南中央通り 3丁目 

日本放送協会(NHK)が実

施する「受信契約状況

実態調査(調査票タイト

ル：テレビ放送に関す

るアンケート)」のため

の対象者抽出 



閲覧年月日 申出者（法人の場合は、そ

の名称、代表者の氏名） 

閲覧に係る住民の範囲 利用目的の概要 

令和 3年 6月 11日 株式会社 CCNグループ 

代表取締役 佐野 正憲 

【共同申出者】神奈川県 

政策局 政策部 情報公開

広聴課 

課長 加治 宏 

日野九丁目 

芹が谷四丁目 

日限山一丁目 

大久保二丁目 

東永谷三丁目 

日野南一丁目 

港南一丁目 

上永谷五丁目 

下永谷二丁目 

野庭町 

神奈川県が実施する

「令和 3年度 県民ニ

ーズ調査」対象者の抽

出のため 

令和 3年 7月 15日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

大久保 3丁目 「2021年 新聞および

WEB利用に関する総合

調査(調査票タイトル：

「くらしと情報につい

てのおたずね」)実施の

ための対象者抽出 

令和 3年 7月 15日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

大久保 2丁目 「第 14回メディアに関

する全国世論調査」の

実施のための対象者抽

出 

令和 3年 7月 15日 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 

世論調査部長 吉田 理恵 

丸山台一丁目 「2021年 9月東京オリ

ンピック・パラリンピ

ックに関する調査」実

施のための対象者抽出

(放送法第 20条に定め

られた調査研究・世論

調査のため) 

令和 3年 7月 20日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

港南中央通り 

日野中央 1丁目 

「子育て世代の人づき

あいと希望に関する調

査」の対象者抽出のた

め 

令和 3年 7月 22日 一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局長 山本 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 

港南 2丁目 

下永谷 6丁目 

芹が谷 5丁目 

調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：消費動向調査 

令和 3年 8月 4日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

芹が谷 2丁目 「移植医療に関する世

論調査」の実施のため

の対象者抽出 

令和 3年 8月 6日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

港南 4丁目 

笹下 1～2丁目 

「第８回 勤労生活に

関する調査」 

の対象者抽出のため 



閲覧年月日 申出者（法人の場合は、そ

の名称、代表者の氏名） 

閲覧に係る住民の範囲 利用目的の概要 

令和 3年 8月 20日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

【共同申出者】 

日本銀行情報サービス局 

局長 渡邉 昌一 

港南台２丁目 「生活意識に関するア

ンケート調査」の対象

者抽出のため 

令和 3年 8月 20日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

丸山台３丁目 「21世紀の消費とくら

しに関する調査」の対

象者抽出のため 

令和 3年 10月 1日 一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局 山本 恭久 

野庭町 調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：令和 3年度消

費者意識基本調査 

令和 3年 10月 1日 一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局 山本 恭久 

野庭町 

丸山台 

総務省統計局の実施す

る「家計消費状況調

査」に伴う対象者の抽

出のため 

令和 3年 10月 7日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

日限山２丁目 「第５回くらしと生活

設計に関する調査」の

実施のための対象者抽

出 

令和 3年 10月 27

日 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

港南台２丁目 「メディアの利用と意

識に関する調査」のた

めの抽出 

令和 3年 10月 27

日 

一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

笹下５丁目 「家族の法制に関する

世論調査」の実施のた

めの対象者抽出 

令和 3年 10月 28

日 

一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局 山本 恭久 

下永谷５丁目 調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：ゲーム障害(依

存)に関する全国標準サ

ンプリング調査 

令和 3年 11月 2日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

港南台５丁目 「高齢者の日常生活・

地域社会への参加に関

する調査」の対象者抽

出 

令和 3年 11月 17

日 

株式会社 中外 

代表取締役 阪倉 敦 

芹が谷１丁目 総務省が実施する「令

和３年度電波利用環境

に関する意識調査」に

おいて定量調査の一環

として行う郵送アンケ

ートの対象者抽出のた

め 

令和 3年 12月 1日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

日野南５丁目 「テレビ視聴に関する

調査」の実施のための

対象者抽出 



閲覧年月日 申出者（法人の場合は、そ

の名称、代表者の氏名） 

閲覧に係る住民の範囲 利用目的の概要 

令和 3年 12月 1日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

日野南２丁目 「暮らしと法律につい

ての調査」の実施のた

めの対象者抽出 

令和 3年 12月 1日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

日野９丁目 「復帰 50年の沖縄に関

する意識調査」実施の

ための対象者抽出(放送

法第 20条に定められた

調査研究・世論調査の

ため) 

令和 3年 12月 1日 一般社団法人 中央調査社 

会長 境 克彦 

港南５丁目 「令和３年度 国語に

関する世論調査」の実

施のための対象者抽出 

令和 3年 12月 21

日 

㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

港南台６丁目 「『子供・若者総合調

査』の実施に向けた調

査研究」の対象者抽出

のため 

令和 4年 1月 18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 

日限山２丁目 国立大学法人 東京大

学が実施する「暮らし

と仕事に関する全国オ

ンライン調査 2022春」

対象者抽出のため 

令和 4年 1月 18日 一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局 山本 恭久 

【共同申出者】 

株式会社日本能率協会総合

研究所 

代表取締役 譲原 正昭 

大久保 2丁目・３丁目 

上大岡東１丁目 

上永谷１丁目・４丁目 

港南 1丁目・５丁目 

港南台 2・4・7・9丁目 

日野 3丁目・7丁目 

日野中央 2丁目 

日野南 3丁目 

丸山台 1丁目 

調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：令和３年度大

都市交通センサス 大

都市圏住民調査 

令和 4年 1月 25日 一般社団法人中央調査社 

会長 境 克彦 

野庭町 「宝くじに関する世論

調査」の実施のための

対象者抽出 

令和 4年 2月 15日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

【共同申出者】 

日本銀行情報サービス局 

局長 渡邉 昌一 

日野 8丁目 「生活意識に関するア

ンケート調査」の対象

者抽出のため 

令和 4年 2月 16日 一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局長 山本 恭久 

野庭町 総務省統計局の実施す

る「家計消費状況調

査」に伴う対象者の抽

出のため 

令和 4年 2月 18日 一般社団法人中央調査社 

会長 境 克彦 

上永谷 2丁目 「2022年度 生活保障

に関する調査」の実施

のための対象者抽出の

ため 



閲覧年月日 申出者（法人の場合は、そ

の名称、代表者の氏名） 

閲覧に係る住民の範囲 利用目的の概要 

令和 4年 2月 25日 ㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 杉原 領

治 

【共同申出者】 

NHK放送文化研究所  

世論調査部長 吉田 理恵 

日限山 1丁目 「2022年度全国個人視

聴率調査」の対象者抽

出のため 

令和 4年 3月 17日 一般社団法人新情報センタ

ー 

事務局長 山本 恭久 

【共同申出者】 

NHK放送文化研究所 

世論調査部長 吉田 理恵 

東永谷 3丁目 調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：幼児視聴率調

査 

 


