
 

神戸市北区公告第 ３ 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項の規定による、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 11日 

 

神戸市北区長  金 本  忠 義  

 

 

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 

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

人の氏名） 

利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲 

（株）日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 杉原 領治 

NHK 放送文化研究所 

 世論調査部長 吉田 理恵 

2021 年度全国個人視聴

率調査 
R3.4.14 

西山１丁目 

7 歳以上の男女 

（株）インテージリサーチ 

 代表取締役社長 小田切 俊夫 

国土交通省観光庁観光戦略課観光統計

調査室 

 室長 大沼 和善 

R3 年度旅行・観光消費

動向調査 
R3.5.19 花山中尾台 2～3 丁目 

（株）日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 杉原 領治 

（公財）笹川スポーツ財団 

 理事長 渡邉 一利 

子ども・青少年のスポー

ツライフに関する調査 
R3.5.25 

杉尾台 1～2 丁目、北五葉 1

～2 丁目 

4～21 歳の男女 

（一社）新情報センター 

 事務局長 山本 恭久 

総務省統計局統計調査部消費統計課 

 課長 小松 聖 

家計消費状況調査 R3.6.15 
小倉台 2 丁目 

16 歳以上の男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

内閣府大臣官房政府広報室 

 室長 田中 愛智朗 

道路に関する世論調査

（付帯調査：農業遺産） 
R3.6.17 

道場町生野の一部 

満 18 歳以上の日本人男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

（株）野村総合研究所 

 専務執行役員 立松 博史 

日常生活に関するアンケ

ート 
R3.6.17 

筑紫が丘 1～4 丁目 

満 15 歳以上 79 歳以下の日

本人男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

NHK 営業局計画管理部 

 営業局長 吉田 健 

受信契約状況実態調査 R3.6.30 

有野町有野、有野町唐櫃、

唐櫃六甲台、上津台 1 丁目 

18 歳以上の男女 



（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

朝日新聞社マーケティング戦略本部ビ

ジネスインテリジェンス部 

 部長 田岸 貴之 

2021 年新聞および Web

利用に関する総合調査 
R3.6.30 

西山 2 丁目 

満 15 歳以上の日本人男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

（公財）新聞通信調査会 

 理事長 西沢 豊 

第 14 回メディアに関す

る全国世論調査 
R3.6.30 

筑紫が丘 8 丁目 

満 18 歳以上の日本人男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

NHK 放送文化研究所 

 世論調査部長 吉田 理恵 

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 

R3.7.20 
筑紫が丘 1 丁目 

20 歳以上日本人男女 

（株）日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 杉原 領治 

（独）労働政策研究・研修機構 

 理事長 樋口 美雄 

第 8 回勤労生活に関する

調査 
R3.8.3 

若葉台 1～2 丁目 

20 歳以上の男女 

（株）日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 杉原 領治 

NHK 放送文化研究所 

 世論調査部長 吉田 理恵 

メディア利用の生活時間

調査 2021 
R3.8.18 

大原 3 丁目 

10 歳以上の男女 

（株）日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 杉原 領治 

日本銀行 情報サービス局 

 局長 渡邉 昌一 

生活意識に関するアンケ

ート調査（第 88 回） 
R3.8.18 

山田町上谷上、山田町坂

本、山田町衝原、山田町

中、山田町西下、山田町原

野 

20 歳以上の男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

NHK 放送文化研究所 

 世論調査部長 吉田 理恵 

全国メディア意識世論調

査 
R3.8.24 

鈴蘭台西町 4 丁目 

16 歳以上の男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

内閣府大臣官房政府広報室 

 室長 田中 愛智朗 

外交に関する世論調査 R3.8.24 
鈴蘭台北町 3～5 丁目 

満 18 歳以上の日本人男女 

（一社）新情報センター 

 事務局長 山本 恭久 

内閣府政策統括官（政策調整担当）付 

 参事官（青少年環境整備担当） 小山 巌 

令和 3 年度「青少年のイ

ンターネット利用環境実

態調査」 

R3.9.9 
唐櫃台 1 丁目、2 丁目 

10～17 歳の日本人男女 

（一社）中央調査社 

 会長 境 克彦 

NHK 放送文化研究所 

 世論調査部長 吉田 理恵 

新型コロナウィルス感染

症に関する世論調査 
R3.9.14 

泉台 7 丁目 

18 歳以上の男女 

（一社）中央調査社 

会長 境 克彦 

内閣府大臣官房政策広報室 

 政府広報室長 渡邉 清 

離婚と子育てに関する世

論調査 
R3.9.28 

有野町唐櫃 

満 18 歳以上の日本人男女 



（一社）新情報センター 

 事務局長 山本 恭久 

総務省 統計局 

統計調査部消費統計課長 山形 成彦 

「家計消費状況調査」 R3.10.12 
山田町小部 

泉台 1 丁目 

（一社）中央調査社 

会長 境 克彦 

(株）時事通信社 大阪支社 

 支店長 矢野 英樹 

「住民意識調査｝ 

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

識調査 

R3.10.13 若葉台 2 丁目～3 丁目 

（一社）新情報センター 

 事務局長 山本 恭久 

 お茶の水女子大学 

 基幹研究院長 浅田 徹 

「ゲーム障害（依存）」 

に関する全国標準サンプ

リング調査 

R3.10.26 

京地 2 丁目４ 

 昭和 26 年 12 月 1 日～ 

 平成 23 年 11 月 30 日に

出生の 

  男女個人 

（一社）中央調査社 

会長 境 克彦 

 学校法人 中央大学 

 中央大学 学長 河合 久 

 支店長 矢野 英樹 

「メディアの利用と意識

に関する調査」実施のた

めの対象者抽出 

R3.10.27 

唐櫃台 1 丁目、2 丁目 

 12 歳以上 69 歳以下の男

女 

（株）インテージリサーチ 

 代表取締役社長 小田切 俊夫 

  環境省地球環境局総務課脱炭素社

会移行推進室長 

  坂口 芳輝 

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 

R3.11.10 道場町塩田 

（一社）中央調査社 

会長 境 克彦 

 （株）野村総合研究所 

 専務執行役員 立松 博史 

 中央大学 学長 河合 久 

「テレビ視聴に関する調

査」の実施のための対象

者抽出のため 

R3.11.16 有野台２～3 丁目 

（一社）中央調査社 

会長 境 克彦 

 大阪商業大学 

  学長 谷岡 一郎  

「健康と暮らしについて

の調査」実施のための対

象者抽出 

R3.11.16 桂木 3～4 丁目 

（株）エム・アールビジネス 

代表取締役 櫛谷 忠則 

国土交通省 総合政策局 交通政策課 

「第 13 回大都市交通セ

ンサス」の調査対象の抽

出 

R4.1.18 
有野台、有野町有野、有野

町二郎、泉台、淡河町淡河 

(一社） 中央調査社 

 会長 境 克彦 

(一財）日本宝くじ協会 

  理事長 山口 一久  

「宝くじに関する世論調

査」の実施のための対象

者抽出 

R4.2.2 甲栄台１～2 丁目 

(一社） 中央調査社 

 会長 境 克彦 

(公益財）生命保険文化センター 

  代表理事 浅野 僚也 

「2022 年度 生活保障

に関する調査」実施のた

めの対象者抽出 

R4.2.2 鈴蘭台北町５～7 丁目 



(一社） 新情報センター 

事務局長 山本 恭久 

 総務省統計局  

 消費統計課長 山形 成彦 

総務省統計局の実施する

「家計消費状況調査」に

伴う対象者抽出のため 

R4.2.8 泉台 7 丁目 

（株）日本リサーチセンター 

 代表取締役社長 杉原 領治 

日本銀行 情報サービス局 

 局長 渡邉 昌一 

「生活意識に関するアン

ケート調査」(第９０回)

の対象者抽出のため 

R4.2.17 北五葉４～５丁目 

（一社）中央調査社 

会長 境 克彦 

NHK 文化研究所 世論調査部 

与論調査部長吉田 理恵 

「2022 年全国放送サー

ビスの接触動向調査 
R4.3.2 山田町上谷上 

 


