姫路市住民基本台帳 閲覧状況

〔公表対象期間

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日〕

1

請求機関の名称 又は
申出者の氏名（名称・代表者）
（株）日本リサーチセンター
4/13 代表取締役社長 鈴木 稲博

請求事由の概要 又は
利用目的の概要
「6月全国個人視聴率調査」
の対象者抽出のため

2

一般社団法人 中央調査社
4/26 会長 大室 真生

3

一般社団法人 中央調査社
4/26 会長 大室 真生

「2017年6月全国放送サービス接触動向調査（テレビ・ラジ
オなどがどのように見聞き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
「平和に関する意識調査」
実施のための対象者抽出

4

一般社団法人 新情報センター
4/28 事務局長 平谷 伸次

娯楽と生活習慣に関する調査
の対象者名簿作成のため

ＮＯ

閲覧日

兵庫県知事 井戸 敏三

県民意識調査の対象者抽出のため

5/9

閲覧に係る住民の範囲
飾磨区下野田４丁目、香寺町中村、香寺町久畑
夢前町前之庄、飾磨区今在家、夢前町高長、夢前町神種
7歳以上の男女（平成22年12月31日生まれまで） 48件
別所町北宿 12件
夢前町寺 12件
7歳以上（平成22年12月末日まで生まれ）日本人の男女 計24件
安田２丁目～ 12件
平成29年7月末時点で20歳以上の日本人の男女
（平成9年7月末日まで生まれ）
網干区浜田１４１～９３０
33件

閲覧件
数(件)
48

24

12

33

姫路市全域
945件

5

945
5/10
自衛隊兵庫地方協力本部長
5/16 六車 昌晃

陸上自衛隊高等工科学校の生徒に関する募集事務として、 姫路市全域
平成14年4月2日～平成15年4月1日までの男子
募集案内の郵送等を行うため
日本人に限る

5/17
6-1

1,757
5/19

5/23
5/24
6-2

533
5/25
株式会社 インテージリサーチ
5/18 代表取締役社長 井上 孝志

平成29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

青山西２丁目 85件

7

8

一般社団法人 中央調査社
5/30 会長 大室 真生

「テレビ視聴に関する調査」
の実施のための対象者抽出

城見台４丁目～ 14件
16歳以上の日本人の男女
（平成13年6月末日までに生まれた男女）

85

14

姫路市住民基本台帳 閲覧状況

〔公表対象期間

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日〕

9

請求機関の名称 又は
申出者の氏名（名称・代表者）
一般社団法人 中央調査社
5/30 会長 大室 真生

請求事由の概要 又は
利用目的の概要
「国民生活に関する世論調査」
の実施のための対象者抽出

香寺町須加院 30件
満18歳以上（平成11年5月末日までに生まれた）日本人の男女

30

10

一般社団法人 中央調査社
5/30 会長 大室 真生

「社会と生活に関する意識調査」
実施のための対象者抽出

町坪 14件
16歳以上（平成13年6月末日まで生まれ）の日本人の男女

14

11

一般社団法人 新情報センター
5/31 事務局長 平谷 伸次

消費動向調査
対象者名簿作成のため

西今宿６丁目、上手野、下手野２・５丁目
40件

40

12

（株）日本リサーチセンター
6/6 代表取締役社長 鈴木 稲博

「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

飾東町豊国、飾東町庄、飾東町佐良和 計30件
4～21歳の男女（平成7年4月2日～平成25年4月1日生まれ）

30

「生活意識に関するアンケート調査」（第７１回）
の対象者抽出のため

下手野６丁目、下寺町、庄田 計15件
20歳以上の男女（平成9年7月31日生まれまで）

第71回読書世論調査
の対象者抽出のため

下手野４丁目 12件

14

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博
6/6
日本銀行 情報サービス局
局長 鶴海 誠一
株式会社 毎日新聞社
6/7 代表取締役社長 丸山 昌宏
株式会社 RJCリサーチ
6/14 代表取締役社長 川田 隆太

「国民生活に関する郵送世論調査」
の対象者抽出のため

大津区恵美酒町１丁目 16件

15

16

一般社団法人 新情報センター
6/15 事務局長 平谷 伸次

「家計消費状況調査」
に伴う対象者の抽出のため

17

一般社団法人 新情報センター
8/4 事務局長 平谷 伸次

移植医療に関する世論調査（附帯：時事問題）
対象者名簿作成のため

田寺東２丁目、広畑区蒲田、夢前町古瀬畑、夢前町芦田
東辻井１丁目、新在家中の町 計200件
16歳以上の男女個人（平成13年4月1日以前に出生の男女）
京町２丁目、３丁目 14件
18歳以上の日本国籍を有する男女

18

8/8

19

一般社団法人 中央調査社
8/8 会長 大室 真生

20

一般社団法人 中央調査社
8/8 会長 大室 真生

21

一般社団法人 新情報センター
8/16 事務局長 平谷 伸次

ＮＯ

13

閲覧日

姫路市水道局総務課

閲覧に係る住民の範囲

15

12

16

水道事業において、水道給水区域外に居住のある世帯数 姫路市安富町関レークタウン内に居住のあるもの
（関１１５１番地－枝番）
及び人口を把握するため
姫路市安富町塩野８９１－１に居住のあるもの
名古山町 23件、飾磨区中野田３丁目 23件
「住民意識調査」
20歳以上（平成9年8月末日まで生まれ）の日本人の男女
実施のための対象者抽出
「2017年10月東京オリンピックパラリンピックに関する世論
調査」
実施のための対象者抽出
消費動向調査
対象者名簿作成のため

閲覧件
数(件)

196

14

9

46

大津区平松 12件 豊富町豊富 12件
20歳以上（平成9年12月末日まで生まれ）の日本人の男女

24

北条梅原町、三左衛門堀東の町 40件
単身世帯の世帯主

40

姫路市住民基本台帳 閲覧状況

〔公表対象期間

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日〕

22

請求機関の名称 又は
申出者の氏名（名称・代表者）
一般社団法人 新情報センター
8/16 事務局長 平谷 伸次

請求事由の概要 又は
利用目的の概要
青少年のメディア利用に関する調査
対象者名簿作成のため

青山１～６丁目 40件
平成11年4月2日～平成17年4月1日に出生した男女

40

23

一般社団法人 新情報センター
8/16 事務局長 平谷 伸次

暮らしと社会に関する意識調査
対象者名簿作成のため

姫路市田寺１丁目１～１２ 20件
平成29年9月1日現在日本国籍を持つ18～79歳の男女個人

20

ＮＯ

24

25

閲覧日

8/23

一般社団法人 新情報センター
事務局長 平谷 伸次

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博
8/23
日本銀行 情報サービス局
局長 鶴海 誠一
奈良大学社会学部
部長 前田 泰宏

閲覧に係る住民の範囲

第12回飲酒・喫煙・くすりの使用についてのアンケート調査 北原４５～１１５４ 21件
15歳～64歳の男女個人
対象者名簿作成のため

「生活意識に関するアンケート調査」（第72回）
の対象者抽出のため

青山南３～４丁目、緑台１丁目 15件
20歳以上の男女（平成9年10月31日生まれまで）

「外国との付き合い方に関する意識調査」
実施のための対象者抽出

閲覧件
数(件)

21

15

26

8/25

27

一般社団法人 中央調査社
8/31 会長 大室 真生

「社会と生活についての国際比較調査」
実施のための対象者抽出

西庄 10件、保城 10件、砥堀 10件、夢前町前之庄 10件
書写 20件、船津町 10件、飾磨区妻鹿 10件、広畑区才 10件
広畑区西蒲田 10件、大津区天満 10件、網干区興浜 10件
勝原区宮田 10件、白浜町 20件、東山 10件、的形町的形 10件
大塩町 10件 計180件
25歳以上69歳以下（昭和22年10月1日～平成4年9月30日生まれ）
の日本国籍を持つ男女
夢前町塩田、杉之内 12件
18歳以上（平成11年12月末日まで生まれ）の男女

28

一般社団法人 中央調査社
8/31 会長 大室 真生

「第10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

飾東町夕陽ヶ丘 19件
満18歳以上（平成11年10月末日までに生まれた）日本人男女個人

19

29

一般社団法人 新情報センター
9/15 事務局長 平谷 伸次

人権擁護に関する世論調査
対象者名簿作成のため

庄田３５～２３２ 15件
18歳以上の日本国籍を有する男女

15

「若者と現役世代の社会・生活意識（日常生活と社会について
山田町南山田、山田町北山田、山田町西山田、山田町多田
山田町牧野 計30件
の意識）」
16歳以上59歳以下
調査の対象抽出のため

31

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志
9/21
NHK放送文化研究所
世論調査部長 吉田 理恵
一般社団法人 新情報センター
10/5 事務局長 平谷 伸次

32

一般社団法人 中央調査社
10/11 会長 大室 真生

「メディア利用動向調査（テレビ・インターネットなどがどの
ように見聞き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

30

「家計消費状況調査」
に伴う対象者の抽出のため

久保町、高尾町、西中島、増位新町２丁目、広畑区才
広畑区西夢前台８丁目、広畑区東新町２丁目 計200件
16歳以上の男女個人（平成13年4月1日以前に出生の男女）
増位新町 12件
16歳以上(平成13年12月末日まで生まれ）日本人の男女

180

12

30

200

12

姫路市住民基本台帳 閲覧状況

〔公表対象期間

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日〕

33

請求機関の名称 又は
申出者の氏名（名称・代表者）
（株）日本リサーチセンター
10/11 代表取締役社長 鈴木 稲博

請求事由の概要 又は
利用目的の概要
「青少年のインターネット利用環境実態調査」
の対象者抽出のため

10歳以上17歳以下の男女（平成11年11月2日～平成19年11月1日生まれ）

20

34

（株）日本リサーチセンター
10/11 代表取締役社長 鈴木 稲博

「11月全国個人視聴率調査」
の対象者抽出のため

広畑区蒲田 12件
7歳以上の男女（平成22年12月31日生まれまで）

12

35

一般社団法人 中央調査社
10/11 会長 大室 真生

「文化と国際化についての調査」
実施のための対象者抽出

36

一般社団法人 中央調査社
10/11 会長 大室 真生

田寺 14件
20歳以上89歳以下の日本人の男女
（昭和2年11月1日～平成9年10月31日生まれ）
「紛争経験調査(暮らしのなかの困りごとに関する全国調査)」 西今宿 24件、広畑区才 24件
満20歳以上（平成9年10月末日までに生まれた）日本人の男女
の実施のための対象者抽出

37

一般社団法人 中央調査社
10/11 会長 大室 真生

「外交に関する世論調査（附帯調査：再配達問題）」
の実施のための対象者抽出

満18歳以上（平成11年9月末日までに生まれた）日本人の男女

16

38

（株）日本リサーチセンター
10/18 代表取締役社長 鈴木 稲博

「平成29年度 消費者意識基本調査」
の対象者抽出のため

山野井町、鷹匠町、飾磨区清水、飾磨区清水１丁目 50件
15歳以上の男女（平成14年10月31日生まれまで）

50

「青少年を被害から守るための調査」
の対象者抽出のため

飾磨区中島、飾磨区中島１～３丁目、飾磨区阿成下垣内
飾磨区阿成中垣内、飾磨区阿成渡場、飾磨区阿成鹿古
飾磨区三和町、飾磨区下野田１～４丁目、田寺２～８丁目
田寺東１～４丁目、御立東１～３丁目 計56件
12歳以上18歳以下の女性
（平成11年4月2日～平成17年4月1日生まれ）
大塩町 16件
満20歳以上（平成9年10月末日までに生まれた）日本人の男女

ＮＯ

閲覧日

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

閲覧に係る住民の範囲

閲覧件
数(件)

東今宿３～６丁目、北今宿１～３丁目、西今宿１～８丁目 20件

14

48

香寺町中寺、香寺町恒屋 16件

39

10/24

40

一般社団法人 中央調査社
10/26 会長 大室 真生

「平成29年度 食育に関する意識調査」
の実施のための対象者抽出

41

一般社団法人 中央調査社
10/26 会長 大室 真生

夢前町置本 16件
満18歳以上（平成11年10月末日までに生まれた）日本人の男女

16

42

一般社団法人 新情報センター
11/9 事務局長 平谷 伸次

「防災に関する世論調査（附帯調査：運転免許の自主
返納）」
の実施のための対象者抽出
「土地問題に関する国民の意識調査」
の対象者名簿作成のため

網干区新在家201～1418 15件
平成9年10月31日以前に出生の日本国籍を有する男女

15

平成30年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査
対象者抽出のため

城見台２丁目 60件
昭和3年4月2日から平成10年4月1日生まれ

「平成29年度男女間における暴力に関する調査」
の実施のための対象者抽出

別所町小林 27件
満20歳以上（平成9年11月末日までに生まれた）日本人の男女

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

43

11/14

44

一般社団法人 中央調査社
11/14 会長 大室 真生

56

16

60

27

姫路市住民基本台帳 閲覧状況

〔公表対象期間

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日〕

45

請求機関の名称 又は
申出者の氏名（名称・代表者）
一般社団法人 中央調査社
11/14 会長 大室 真生

請求事由の概要 又は
利用目的の概要
「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

五軒邸２丁目 15件
満18歳以上（平成11年10月末日までに生まれた）日本人の男女

15

46

一般社団法人 中央調査社
11/14 会長 大室 真生

「テレビ視聴に関する調査」
の実施のための対象者抽出

飾磨区付城１～２丁目 28件
16歳以上（平成13年1月末日までに生まれた）日本人の男女

28

47

（株）日本リサーチセンター
11/29 代表取締役社長 鈴木 稲博

「生活意識に関するアンケート調査」（第73回）
の対象者抽出のため

48

一般社団法人 中央調査社
12/12 会長 大室 真生

49

一般社団法人 中央調査社
12/12 会長 大室 真生

ＮＯ

閲覧日

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

閲覧に係る住民の範囲

飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、
飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和 15件
20歳以上の男女（平成10年1月31日生まれまで）
「自衛隊・防衛問題に関する世論調査（附帯調査：エイズに 網干区興浜 16件
満18歳以上（平成11年12月末日までに生まれた）日本人の男女
関する世論調査）」
の実施のための対象者抽出
網干区大江島 24件
「家庭用塩の消費実態に関する調査」
満20歳以上（平成10年1月末日までに生まれた）日本人男女個人
の実施のための対象者抽出
「飲酒と生活に関する調査」
実施のための対象者抽出

広畑区小坂 29件
満20歳以上（平成10年1月末日までに生まれた）日本人の男女

閲覧件
数(件)

15

16

24

50

12/12

51

株式会社オノフ
12/20 代表取締役 安宅 正晴

「人生の最終段階における医療に関する意識調査」
請負に際して対象者抽出のため

野里、北条、栗山町、北条宮の町 計44件
20歳以上男女（1997年11月30日以前・日本国籍のみ）

44

52

一般社団法人 中央調査社
12/26 会長 大室 真生

「社会意識に関する世論調査」
の実施のための対象者抽出

豊富町豊富 30件、飾磨区中島 30件 計60件
満18歳以上（平成11年12月末日までに生まれた）日本人の男女

60

53

一般社団法人 中央調査社
12/26 会長 大室 真生

下手野６丁目 12件
20歳以上（平成10年12月末日まで生まれ）日本人の男女

12

54

株式会社ビデオリサーチ
1/18 代表取締役社長 加藤 譲

「2018年3月東京オリンピックパラリンピックに関する世論
調査」
実施のための対象者抽出
「2018年全国たばこ喫煙者率調査」
の対象者抽出のため

大津区天満、船津町 計40件
昭和3年5月1日～平成10年4月30日生まれの男女

40

55

一般社団法人 中央調査社
1/26 会長 大室 真生

「平成29年度国語に関する世論調査」
実施のための対象者抽出

新在家本町 19件
満16歳以上（平成14年2月末日まで生まれ）の日本人の男女

19

56

一般社団法人 中央調査社
1/26 会長 大室 真生

「第12回生活と意識についての国際比較調査」
実施のための対象者抽出

57

（株）日本リサーチセンター
2/6 代表取締役社長 鈴木 稲博

「生活意識に関するアンケート調査(第74回)」
の対象者抽出のため

飾磨区今在家 15件
20歳以上89歳以下（昭和3年1月1日～平成9年12月31日生まれ）
の日本人の男女
大善町、中地 15名
20歳以上の男女（平成10年4月30日生まれまで）

29

15

15

姫路市住民基本台帳 閲覧状況

〔公表対象期間

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日〕

58

請求機関の名称 又は
申出者の氏名（名称・代表者）
一般社団法人 新情報センター
2/20 事務局長 平谷 伸次

請求事由の概要 又は
利用目的の概要
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

59

（株）サーベイリサーチセンター
2/27 代表取締役社長 藤沢 昌樹

独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施する
「第３回日本人の就業実態に関する総合調査」
対象者抽出のため

ＮＯ

閲覧日

閲覧に係る住民の範囲
鍵町、鍛冶町、睦町、城東町、保城、広畑区高浜町１・３丁目
200件
16歳以上の男女個人(平成14年4月1日以前に出生の男女)
書写台２丁目 32名

閲覧件
数(件)
200

32

20歳以上65歳以下の男女個人

合 計

5415

