住民基本台帳一部の閲覧状況の公表 〔一般〕
令和1年11月１日～令和2年10月31日
平成１８年１１月１日に住民基本台帳法が改正され、ダイレクトメールを送付するなどの営利を目的とした住民基本台帳の一部
の写しの閲覧は禁止されました。この改正では、閲覧の目的が公共的なもので、市区町村長が申出を相当と認めた場合に限り
閲覧が可能になりました。また、今回の改正で、年に一度、住民基本台帳の写しの閲覧状況を公表するようになりました（住民基
本台帳法第１１条第３項、同法第１１条の２第１２項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省
令第３条）

№

閲覧日

閲覧を委託した法人等

目的

閲覧区域

一般社団法人 新情報センター
事務局長 平谷伸次

総務省統計局
調査の対象者名簿作成のため
統計調査部消費統計課長
調査名：家計消費状況調査
小松聖

富士見町2丁目・恩多町5丁目の2019年
4月2日現在16歳以上の男女

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

日本銀行 情報サービス局 「生活意識に関するアンケート調査」の対
局長 中川忍
象者抽出のため

諏訪町2丁目の20歳以上の男女

令和1年12月13日

一般社団法人 中央調査社
会長 大室真生

ＮＨＫ放送文化研究所 世 「日本人とテレビ・2020調査」実施のため
論調査部長 吉田理恵
の対象者抽出

恩多町1丁目の16歳以上（平成15年12
月末日まで生まれ）の男女

令和1年12月25日

一般社団法人 中央調査社
会長 大室真生

「2020年3月東京オリンピック・パラリンピッ
ＮＨＫ放送文化研究所 世
久米川町1丁目の20歳以上（平成12年
クに関する調査」実施のための対象者抽
論調査部長 吉田理恵
12月末日まで生まれ）の男女
出

1

令和1年11月14日

2

令和1年12月5日

3

4

5

申出者

株式会社 オルビットプラン東京支店
令和2年1月7日
支店長 角田篤俊

東京都教育委員会 教育
長 藤田裕司

東京都教育庁総務部による「令和元年度集合住宅・
生徒等出現率実態調査委託」の業務委託を請け、
東村山市内で平成30年度竣工の集合住宅につい
て、年齢別で0歳から15歳までの入居者数の調査を
行う

富士見町1丁目2番地46
ファインシティ東村山武蔵野富士見

№

閲覧日

申出者

閲覧を委託した法人等

目的

閲覧区域

6

令和2年1月14日

株式会社 日経リサーチ
代表取締役社長 福本敏彦

国立教育政策研究所 所
長 中川健朗

国立教育政策研究所が国内で実施する
野口町1丁目の16歳以上65歳以下の男
「第2回ＯＥＣＤ国際成人力調査（ＰＩＡＡＣ）
女
予備調査」の調査対象者を抽出するため

7

令和2年2月12日

一般社団法人 中央調査社
会長 大室真生

公益財団法人 生命保険
文化センター 代表理事
浅野僚也

「人生100年時代における生活設計に関す
廻田町2丁目の満60歳以上の男女
る調査」実施のための対象者抽出

8

令和2年2月13日

一般社団法人 新情報センター
事務局長 平谷伸次

総務省統計局
富士見町3丁目・恩多町3丁目の2019年
総務省統計局の実施する「家計消費状況
統計調査部消費統計課長
4月2日現在16歳以上の男女
調査」に伴う対象者の抽出
小松聖

9

令和2年3月13日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

金融広報中央委員会（日本
「家計の金融行動に関する世論調査」の
銀行情報サービス局内）会
対象者抽出のため
長 武井敏一

秋津町5丁目の20歳以上の男女

10

令和2年3月31日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

NHK放送文化研究所 世論 「2020年度全国個人視聴率調査」の対象
調査部長 吉田理恵
者抽出のため

萩山町2丁目の7歳以上の男女

11

一般社団法人 中央調査社
令和2年5月12日
会長 大室真生

12

令和2年6月12日

13

一般社団法人 中央調査社
令和2年6月22日
会長 大室真生

14

令和2年6月25日

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上孝志

国土交通省観光庁 観光
2020年度「旅行・観光消費動向調査」（一
戦略課観光統計調査室長
般統計調査）対象者抽出のため
杉田香子

本町3丁目

15

令和2年6月26日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

日本銀行 情報サービス局 「生活意識に関するアンケート調査」の対
長林新一郎
象者抽出のため

富士見町1丁目の20歳以上の男女

一般社団法人 新情報センター
事務局長 平谷伸次

「2020年6月全国放送サービス接触動向調
NHK放送文化研究所 世論 査（テレビ・ラジオなどがどのように見聞き
本町4丁目の7歳以上の男女
調査部長 吉田理恵
されているかをおたずねする調査）」実施
のための対象者抽出
総務省統計局 統計調査
部消費統計課長 小松聖

野口町2丁目・廻田町2丁目の2020年4
総務省統計局の実施する「家計消費状況
月2日現在16歳以上の男女
調査」に伴う対象者の抽出

朝日新聞社
マーケティング本部マーケ
ティング部長 川田直敬

「2020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 栄町3丁目の満15歳以上（平成17年8月
いてのおたずね」）」実施のための対象者 末日まで生まれ）の男女
抽出

№

閲覧日

申出者

閲覧を委託した法人等

16

株式会社 RJCリサーチ
令和2年7月30日
代表取締役 守住邦明

東京都生活文化局 広報
広聴部長 久故雅幸

17

令和2年8月14日

一般社団法人 中央調査社
会長 境克彦

内閣府大臣官房政府広報
「食生活に関する世論調査（附帯調査：民 秋津町4丁目の満18歳以上（平成14年8
室 政府広報室長 田中愛
事裁判ＩＴ化）」実施のための対象者抽出 月末日まで生まれ）の男女
智郎

18

令和2年8月18日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

NHK放送文化研究所 世論 「2020年国民生活時間調査」の対象者抽
調査部長 吉田理恵
出のため

19

株式会社 RJCリサーチ
令和2年8月25日
代表取締役 守住邦明

アクセンチュア（株） 代表
取締役社長 江川昌史

目的

閲覧区域

秋津町4丁目・美住町1丁目の令和2年1
東京都生活文化局が実施する「都民生活 月1日現在満18歳以上の男女
に関する世論調査」の対象者抽出のため

美住町1丁目の10歳以上の男女

独立行政法人国立病院機構久里浜医療
センターが実施する調査「ギャンブル等依 栄町3丁目の2020年9月1日時点で18～
存症実態把握調査」での対象者抽出のた 74歳までの日本国籍を持つ男女
め

20

令和2年9月1日

一般社団法人 中央調査社
会長 境克彦

内閣府大臣官房政府広報 「公共交通機関利用時の配慮に関する世
久米川町5丁目の満18歳以上（平成14
室 政府広報室長 田中愛 論調査（附帯調査：情報通信機器の利活
年9月末日生まれまで）の男女
智朗
用）」実施のための対象者抽出

21

令和2年9月9日

株式会社 エントリーサポート
代表取締役 宮崎昌則

東京都生活文化局長 浜
佳葉子

22

令和2年9月9日

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田潤治

東京都生活文化局「男女平等参画に関す
東京都生活文化局広報公
恩多町2丁目・廻田町4丁目の満18歳以
る世論調査」の実施に際して、調査対象者
聴部長 久故雅幸
上の男女
を抽出するため

23

令和2年9月14日

一般社団法人 中央調査社
会長 境克彦

内閣府大臣官房政府広報
「薬局の利用に関する世論調査」の実施
室 政府広報室長 田中愛
のための対象者抽出
智朗

24

令和2年9月23日

一般社団法人 中央調査社
会長 境克彦

ＮＨＫ放送文化研究所 世 「新型コロナウィルス感染症に関する世論 久米川町4丁目の18歳以上（平成14年
論調査部長 吉田理恵
調査」実施のための対象者抽出
10月末日まで生まれ）の男女

25

令和2年9月29日

株式会社 綜研情報工芸
代表取締役 本山幸二

東京都福祉保健局 保健
政策部健康推進課長 長
嶺路子

東京都生活文化局「広報広聴活動に関す
本町3丁目・富士見町2丁目の満18歳以
る調査」の調査対象者の抽出及び調査票
上（令和2年1月1日現在）
の郵送のため

恩多町1丁目の満18歳以上（平成14年9
月末日まで生まれ）の男女

「健康増進法に基づくがん検診の対象人 久米川町4丁目・栄町2丁目の令和2年3
口率等調査」の実施に際し、調査対象者を 月31日現在において満20歳以上の女
抽出するため
性及び満40歳以上の男性
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閲覧区域

26

令和2年10月6日

一般社団法人 中央調査社
会長 境克彦

内閣府大臣官房政府広報
「地域社会の暮らしに関する世論調査」実 栄町2丁目の満18歳以上（平成14年9月
室 政府広報室長 田中愛
施のための対象者抽出
末日まで生まれ）の男女
智朗

27

令和2年10月6日

一般社団法人 中央調査社
会長 境克彦

内閣府大臣官房政府広報
「気候変動に関する世論調査（付帯調査： 秋津町1丁目の満18歳以上（平成14年
室 政府広報室長 田中愛
アイヌ政策）」実施のための対象者抽出
10月末日まで生まれ）の男女
智朗

28

令和2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

総務省統計局 統計調査
部消費統計課長 小松聖

29

令和2年10月9日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

内閣府政策統括官（政策調
「青少年のインターネット利用環境実態調 久米川町3丁目の0歳以上17歳以下の
整担当）付 参事官（青少
査」の対象者抽出のため
男女
年環境整備担当） 小山巌

30

令和2年10月9日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

一般財団法人 ゆうちょ財 「第４回 家計と貯蓄に関する調査」の対
団 理事長 髙橋亨
象者抽出のため

31

32

令和2年10月12日・ 一般社団法人 輿論科学協会
14日・15日・16日
理事長 井田潤治

令和2年10月13日

一般社団法人 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 多摩湖町2丁目の16歳以上（2020年4月
調査」に伴う対象者の抽出のため
2日現在）の男女

萩山町2丁目の20歳以上の男女

東京都福祉保健局「都民の健康や地域と
東京都福祉保健局保健政
のつながりに関する意識・活動状況調査」 本町1丁目他（満20歳以上の男女）
策部長 成田友代
に係る調査対象者抽出のため
福島県立医科大学医学部 「中高年者の健康とライフスタイルに関す 恩多町1丁目30～の満40歳以上85歳未
公衆衛生学講座 教授 安 るアンケート２０２０」の調査対象者名簿作 満（昭和10年11月1日～昭和55年10月
村誠司
成のため
31日出生）の日本国籍を有する男女

