
【別紙２ 公用以外】 

鶴戸第 261号 

令和４年５月 24日 

鶴見区長 

 

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５月 20

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 

下末吉二丁目 「旅行・観光消費動向

調査」（一般統計調

査）のための対象者抽

出のため 

令和３年６月１日 （株）日本リサーチセン

ター 

代表取締役社長 杉原 

領治 

馬場一丁目、馬場二丁

目 

「子ども・青少年のス

ポーツライフに関する

調査」の対象者抽出の

ため 

令和３年６月２日 一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

生麦三丁目 「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６月２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 

豊岡町、東寺尾六丁

目、矢向一丁目 

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６月２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 

馬場三丁目、馬場四丁

目 

調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：幼児視聴率調

査 

令和３年６月４日 株式会社ＣＣＮグループ 

社会環境調査事業部長 

坂本 憲彦 

寺谷二丁目、駒岡四丁

目、矢向五丁目、寛政

町、鶴見中央四丁目、

佃野町、上末吉二丁

目、市場大和町、元宮

一丁目、馬場四丁目、

下末吉三丁目、尻手二

丁目、東寺尾三丁目 

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６月８日 一般社団法人新情報セン

ター 

事務局長 山本恭久 

豊岡町、東寺尾六丁

目、矢向一丁目 

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 



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８日 一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

北寺尾二丁目 「農山漁村に関する世

論調査(附帯調査：行

政相談)」の実施のた

めの対象者抽出 

令和３年６月 18

日 

一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

岸谷三丁目 「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７月１日 一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

北寺尾六丁目 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 

令和３年７月７日 一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

東寺尾東台 「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 16

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 

駒岡四丁目 「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８月５日 一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

【共同申出者】地方独立

行政法人 東京都健康長

寿医療センター 理事長 

鳥羽 研二 

上末吉二丁目 「第 10回長寿社会に

おける中高年者の暮ら

し方の調査」実施のた

めの対象者抽出 

令和３年８月６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 

下野谷町１丁目、下野

谷町２丁目、下野谷町

３丁目、下野谷町４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 18

日 

一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

獅子ケ谷二丁目 「国民生活に関する世

論調査」の実施のため

の対象者抽出 

令和３年８月 19

日 

（株）日本リサーチセン

ター 

代表取締役社長 杉原 

領治 

岸谷一丁目、潮田町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 



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 19

日 

（株）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 

矢向一丁目 「メディア利用の生活

時間調査 2021」の対

象者抽出のため 

令和３年８月 20

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 

鶴見一丁目、鶴見二丁

目、梶山一丁目、梶山

二丁目、尻手一丁目、

尻手二丁目、尻手三丁

目、上の宮一丁目、上

の宮二丁目 

国土交通省関東地方整

備局が実施する「令和

３年度 全国交通特性

調査(関東ブロック)」

の対象者抽出のため 

令和３年９月３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 

鶴見一丁目、鶴見二丁

目、梶山一丁目、梶山

二丁目、尻手一丁目、

尻手二丁目、尻手三丁

目、上の宮一丁目、上

の宮二丁目 

国土交通省関東地方整

備局が実施する「令和

３年度 全国交通特性

調査(関東ブロック)」

の対象者抽出のため 

令和３年９月 14

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 部長 吉田理恵 

北寺尾六丁目 「健康・医療に関する

国際比較調査」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９月 22

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 部長 吉田理恵 

東寺尾中台 「新型コロナウイルス

感染症に関する世論調

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 10月７

日 

一般社団法人新情報セン

ター 

事務局長 山本恭久  

豊岡町 調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：令和３年度

「青少年のインターネ

ット利用環境実態調

査」 

令和３年 10月７

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 

矢向四丁目 内閣官房が実施する

「孤独・孤立の実態把

握のための全国調査」

(人々のつながりに関

する基礎調査)対象者

抽出のため 

令和３年 10月７

日 

一般社団法人新情報セン

ター 

事務局長 山本恭久 

馬場三丁目、下末吉三

丁目、矢向二丁目 

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 



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 10月 15

日 

一般社団法人新情報セン

ター 

事務局長 山本恭久 

馬場三丁目、下末吉三

丁目、矢向二丁目 

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 10月 15

日 

一般社団法人新情報セン

ター 

事務局長 山本恭久 

馬場四丁目 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 11月２

日 

一般社団法人新情報セン

ター 

事務局長 山本恭久 

本町通１丁目 調査の対象者名簿作成

のため 

調査名：令和３年度食

育に関する意識調査 

令和３年 11月２

日 

一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

北寺尾三丁目 「家族の法制に関する

世論調査」実施のため

の対象者抽出 

令和３年 11月４

日 

（株）日本リサーチセン

ター 

代表取締役社長 杉原 

領治 

尻手三丁目 「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

出のため 

令和３年 11月 19

日 

一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

鶴見中央五丁目 「健康と暮らしについ

ての調査(ＪＧＳＳ-

2022Ｈ)」実施のため

の対象者抽出 

令和３年 12月３

日 

（株）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 

菅沢町 「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４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】株式会社

日本能率協会総合研究所 

代表取締役 譲原 正昭 

鶴見区全域 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２月４日 一般社団法人新情報セン

ター 

事務局長 山本恭久 

東寺尾三丁目、元宮一

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４年２月９日 一般社団法人 中央調査

社 

会長 境 克彦 

市場下町 「宝くじに関する世論

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４年３月 10

日 

（株）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 

馬場四丁目 「2022年度全国個人

視聴率調査」の対象者

抽出のため 

 


