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神戸市西区公告第７号 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について 

 

 住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 11 条の２第 12 項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの

閲覧状況を公表します。 

 

    令和４年４月１８日 

 

神戸市西区長 志水 達也 

 

１．対象期間  令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの間 

 

２．閲覧状況 

申出者氏名 

法人の場合は、その名称
及び代表者又は管理人
氏名 

利用目的の概要 閲覧日 閲覧に係る住民の範囲 
閲覧 

件数 

(株)日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 

 杉原 領治 

「202１年度全国個人視聴率調査」

の対象者抽出のため 

５月 1３日 大沢２丁目、岩岡町西脇 

７歳以上の日本人男女 

12 

(一社)中央調査社 

 会長 

 堤 克彦 

「テレビ視聴に関する調査」の実施

のための対象者抽出 

５月 1８日 岩岡町岩岡 

満 16 歳以上の日本人男女 

14 

(一社)中央調査社 

 会長 

 堤 克彦 

「農村漁村に関する世論調査」の

実施のための対象者抽出 

５月２７日 枝吉１丁目 

満 18 歳以上の日本人男女 

12 

 

 

（一社）新情報センター 

 事務局長 

 山本 恭久 

「家計消費状況調査」に伴う対象

者の抽出のため 

６月９日 北別府２・５丁目，南別府 3 丁

目 

16 歳以上の男女個人 

97 

(一社)中央調査社 

 会長 

 堤 克彦 

日本放送協会が実施する「受信契

約状況調査」にかかる対象者抽出

のため 

６月 1５日 岩岡町岩岡、井吹台西町3丁

目、井吹台西町４丁目 

40 

(一社)中央調査社 

 会長 

 堤 克彦 

「日常生活に関するアンケート」実

施のための対象者抽出 

６月１５日 糀台２～４丁目 

満15歳以上79歳以下の日本

人男女 

39 

(一社)中央調査社 

 会長 

 堤 克彦 

「202１年新聞およびＷｅｂ利用に関

する総合調査」実施のための対象

者抽出のため 

７月１日 狩場台５丁目 

15 歳以上の日本人男女 

24 
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(一社)中央調査社 

 会長 

 堤 克彦 

「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 

７月１日 大沢１～２丁目 

満 18 歳以上の日本人男女 

23 

 

(一社)中央調査社 

 会長 

 堤 克彦 

「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

ための対象者の抽出 

７月２０日 狩場台２丁目 

20 歳以上日本人男女 

12 

(一社)輿論科学協会 

 理事長 

 井田 潤治 

総務省が毎年実施する通信利用

動向調査の標本抽出を行うため 

７月２７日 伊川谷町潤和、狩場台 3 丁

目、桜が丘東町 5～6 丁目、

南別府 1 丁目 

令和 3 年 4 月 1 日現在 20 歳

以上（平成 13 年 4 月 1 日以

前に生まれた） 

172 

 

（一社）新情報センター 

 事務局長 

 山本 恭久 

「第 14 回飲酒・喫煙・くすりの使用

についての全国調査]の対象者名

簿作成 

８月１７日 持子１～２丁目 

15～64 歳の日本国籍を有す

る男女個人 

28 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「全国メディア意識世論調査」の実

施のための対象者抽出 

８月２４日 高雄台 

16 歳以上の男女 

12 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「国民生活に関する世論調査」の

実施のための対象者抽出 

８月 ２４日 玉津町出合 

満 16 歳以上の日本人男女 

12 

 

上池自治会 

 会長 

 西本 仁義 

敬老会のお祝い金配布のため ８月 ２５日 玉津町上池，玉津町新方 

70～90 歳 

100 

 

(株)日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 

 杉原 領治 

「生活意識に関するアンケート調

査」（第８８回）の対象者抽出のた

め 

８月 ２６日 井吹台北町４～５丁目 

20 歳以上の男女（平成 13 年

10 月 31 日生まれまで） 

15 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「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のた

め 

８月 ３１日 狩場台 1 丁目 

18 歳以上の男女 

12 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「新型コロナウイルス感染症に関す

る世論調査」の住民基本台帳閲覧 

９月１６日 

 

樫野台 3 丁目 

18 歳以上の男女 

12 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

 

「離婚と子育てに関する世論調査」

の実施のための対象者抽出 

９月２８日 池上 2 丁目～4 丁目 

満 18 歳以上の日本人男女 

15 
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（株）サーベイリサーチセ

ンター 

代表取締役社長 

藤澤 士朗 

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」対

象者抽出のため 

１０月７日 竜が岡４丁目 

令和３年１２月１日時点で 

満 16 歳以上の男女個人 

50 

（一社）新情報センター 

 事務局長 

 山本 恭久 

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 

１０月１２日 伊川谷町有瀬 

２０２１年４月２日時点で 

満 16 歳以上の男女個人 

45 

 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

 

「住民意識調査」の実施 

住民の日ごろの生活実感や生活

満足度、生活環境やエネルギーに

対する意識などを調査のため 

１０月１４日 富士見が丘 2 丁目 

満 20 歳以上の日本人男女 

22 

 

（一社）新情報センター 

 事務局長 

 山本 恭久 

ゲーム障害（依存）に関する全国

標準サンプリング調査 

１０月２０日 井吹台東町５丁目２２～ 

10～59 歳の日本全国に在住

する一般個人（昭和 36 年 12

月 1 日～平成 23 年 11 月 30

日に生まれた者） 

 32 

 

 

（一社）新情報センター 

 事務局長 

 山本 恭久 

「令和３年度消費者意識基本調

査」調査の対象者名簿作成のため 

１０月２０日 井吹台西町４丁目１０～ 

15 歳以上の日本国籍を有す

る者で男女は問わない（平成

18 年 10 月 31 日以前に生ま

れた者） 

25 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

 

「テレビ視聴に関する調査」実施の

ための対象者抽出 

１１月９日 高雄台 

満 16 歳以上の日本人男女 

14 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「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 

１１月９日 神出町宝勢の一部 

満 18 歳以上の日本人男女 

15 

(株)日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 

 杉原 領治 

「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 

１１月１１日 上新地 2 丁目 

６０歳以上の男女（昭和３８年 

11 月１日生まれまで） 

20 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「健康と暮らしについての調査」実

施のための対象者抽出 

１１月１６日 学園東町 4 丁目～6 丁目 

20 歳以上 89 歳以下の日本人

男女 

 

15 

（株）インテージリサーチ 

代表取締役社長 

小田切 俊夫 

令和４年度家庭部門のＣＯ²排出実

態統計調査対象者抽出のため 

１１月１７日 上新地 2 丁目 60 



4 

 

（一社）新情報センター 

 事務局長 

 山本 恭久 

「消費動向調査」調査の対象者名

簿作成のため 

１１月１８日 水谷１～３丁目、玉津町水谷 72 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「パーソナルネットワーク調査」調査

対象者抽出のため 

１２月９日 平野町黒田、平野町常本、平

野町西戸田 

満25歳以上７４歳以下の日本

人男女 

18 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「令和３年度国語に関する世論調

査」実施のための対象者抽出 

１２月９日 学園西町 5 丁目 

16 歳以上の日本人の男女 

18 

(株)日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 

 杉原 領治 

「『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 

１２月２２日 二ツ屋１～２丁目、小山１丁目 

１０歳～１５歳の男女（平成 18

年 1 月 2 日～平成 24 年 1 月

１日生まれ） 

30 

 

（一社）新情報センター 

 事務局長 

 山本 恭久 

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 

１月２７日 白水 2 丁目 

２０２２年４月２日現在 16 歳以

上の男女個人 

50 

 

 

(株)エーフォース 

 代表取締役 

 福水 隆介 

日本における国民の土地利用の

実態と、土地利用に関する意識を

明らかにすること 

２月２４日 伊川谷町有瀬  18 

(一社)中央調査社 

 会長 

 境 克彦 

「宝くじに関する世論調査」の実施

のための対象者抽出 

２月２４日 玉津町高津橋の一部 

満１８歳以上の日本人男女 

15 

(株)エム・アールビジネス 

 代表取締役 

 櫛谷 忠則 

「第１３回大都市交通センサス」の

調査対象者を抽出するため 

（県内市町村合計で 1,182 人） 

２月２５日 伊川谷町有瀬 

平成２８年１２月１日以前の生

年月日の満５歳以上 

60 
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