住民基本台帳の閲覧状況の公表
平成19年度の住民基本台帳の閲覧は３1件でした。内容については、別表のとおりです。
住民基本台帳法が改正され、平成18年11月1日から施行されました。
この改正に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、以下のとおり公表します。
◎住民基本台帳法第11条第３項による閲覧（国又は地方公共団体の機関が請求したもの）
請求機関の名称

閲覧年月日

請求事由の概要

請求に係る住民の範囲

大阪府岸和田保健所

平成19年8月21日

平成１９年度国民健康栄養調査地区に内定した
ので、対象者の確認のため

磯上町２丁目２１〜２３番地
１歳以上 51 件

農林水産省近畿農政局
大阪農政事務所

平成19年12月19日

米穀の需要計画等食料行政に必要な基礎資料
とするため

上町・沼町・藤井町
１００件

◎住民基本台帳法第11条の２第１２項による閲覧（個人又は法人が申出をしたもの）
閲覧申出者

閲覧年月日

㈱日本リサーチセンター
（代表取締役社長 鈴木 稲博）

平成19年5月8日

「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽
今木町
出のため
満２０歳以上の男女 １５件
(委託者：日本銀行情報サービス局）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

平成19年7月13日

「男女共同参画社会に関する世論調査」の実施 田治米町
のための対象者抽出
満２０歳以上（昭和６２年６月末日まで生
（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）
まれ）の男女 １５件

平成19年8月24日

「変動期における投票行動の全国的・時系列的
調査研究（文部科学省科学研究費補助金平成１
９年度特別推進研究）」における「参院選後・全 南上町１丁目、２０歳以上の男女 ２０件
国有権者調査」実施のための対象者抽出。
（委託者：学習院大学）

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成19年8月29日

飲酒・喫煙・くすりの使用についてのアンケート
調査者の対象者名簿作成
岡山町７８０番地〜
（委託者：国立精神・神経センター精神保健研究 １５歳以上の男女 １４件
所薬物依存研究部）

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成19年8月29日

がん対策に関する世論調査（附帯：時事問題）
の対象者名簿作成
(委託者：内閣府大臣官房政府広報室）

平成19年9月7日

国土交通省総合政策局観光経済課の実施する
「旅行・観光消費動向調査」に伴う対象者抽出の
藤井町３丁目在住
ため
２０〜７９歳の男女個人 １６０件
（委託者：国土交通省総合政策観光経済課長
荒木夕由季子

平成19年9月11日

「若年者の教育・職業の移行過程とキャリア形成
に関するコーホート調査」（日本学術振興会科学
研究費補助金 平成１９年度基盤研究（Ａ）課題 上町、南上町１丁目、南上町２丁目、
研究番号１９２０３０３４）における「若者の教育と
岸城町、南町、野田町２丁目、
キャリア形成に関する調査」実施のための対象 平成１９年４月１日現在、満２０歳の男女
者抽出
６５件
（委託者：公立大学法人首都大学東京研究課長
丹治信春）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

平成19年10月3日

「全国接触者率調査」実施のための対象者抽
出。放送と通信の融合議論に象徴されるデジタ
ル化の進展に伴い、放送以外のさまざまな媒体
による番組提供が進む中、従来の視聴率調査で 加守町１丁目、加守町２丁目
はとらえられない、放送以外の媒体による番組 ７歳以上(平成１２年１２月末日まで生ま
への接触も含めたメディアへの接触状況を研究 れ）の男女
１２件
する。
(委託者：NHK放送文化研究所世論調査部長
橋本 憲和）

㈱日本リサーチセンター
（代表取締役 鈴木 稲博）

平成19年10月4日

[第８回世界青年意識調査」の対象抽出のため
（委託者：内閣府）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

㈱サーべイリサーチセンター
（代表取締役 藤澤 士朗）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

利用目的の概要

申出に係る住民の範囲

上松町４００〜
２０歳以上の男女個人 １５件

小松里町
満１８歳〜２４歳の男女個人

２１件

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

平成19年10月25日

「中高生のテレビ・メディア利用実態調査」実施
のための対象者抽出。中高生のテレビの見方や
メディア利用の実態、現在の中高生年代の考え
方などについて世論調査を行い、今後の教育番
組のあり方を研究する基礎資料とすることを目
的とする。
(委託者：日本放送協会編成局編成局長 岡田
円治）

下野町５丁目、上野町西
１３〜１８歳（昭和６４年１月１日〜平成６
年
１２月３１日まで生まれ）の男女 １２件

『インターネット上の安全確保に関する世論調
査」の実施のための対象者抽出。インターネット
の安全確保に関する国民の意識、考え方を調査 大北町
し今後の施策の参考とする。
満２０歳以上(昭和６２年１０月末日まで
（委託者：内閣府大臣官房政府広報室室長 髙 生まれ）の男女
１５件
井康行）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

平成19年10月25日

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成19年11月13日

科学技術と社会に関する世論調査（附帯：時事 礒上町２丁目１３〜１６、１７〜
問題）の対象者名簿作成
２０歳以上の男女個人
１５件
(委託者：内閣府大臣官房政府広報室）

平成19年11月20日

「土地問題に関する国民の意識調査」の実施の
ための対象者抽出。土地問題についての国民
春木泉町
の意識を調査し、今後の施策の参考資料とす
満２０歳以上(昭和６２年１２月末日まで
る。
生まれ）の男女
１９件
(委託者：国土交通省土地・水質源局土地情報
課課長 麦島 健志）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

平成19年11月27日

「余暇活動とメディア調査」実施のための対象者
抽出。余暇時間を利用しての学習意欲・関心分
小松里町
野などを調査し、公共放送として国民の皆様の
２０歳以上（昭和６２年１２月末日まで生
要望を把握することを目的とする。
まれ）の男女
１２件
（委託者：NHK放送文化研究所世論調査部長
橋本憲和）

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成19年11月28日

家族生活に関する調査の対象者名簿作成のた
め
岡山町１２１〜
(委託者：国立大学法人東京学芸大学学長 鷲 ３０歳以上５９歳以下の男女
山恭彦

㈱日経リサーチセンター
（代表取締役社長 園本 雄司 ）

平成19年12月4日

内閣府「平成１９年度国民生活選好度調査」の
調査対象者を抽出するため
(委託者：内閣府国民生活局）

平成19年12月20日

「第３回犯罪被害実態(暗数)調査」実施のための
対象者抽出。治安を改善するための効果的な対
策を考える前提として、犯罪情勢の正確な把握 春木宮川町
を行うたため犯罪被害の実態（暗数）及び、治安 満１６歳以上（平成３年１２月３１日まで
に対する国民の意識等を調査する。
生まれ）の男女
２０名
(委託者：法務省法務総合研究所研究部研究部
長 窪田守雄）

平成19年12月28日

「日本人の国民性に関する意識動向（２００７年
度）調査」実施のための対象者抽出。過去５０年
以上にわたり、日本人の国民性(身近な事柄に
荒木町２丁目
ついての意見やものの見方、考え方）に関わる
２０〜７９歳の男女個人
調査と研究を行っている。
(委託者：大学共同利用機関法人情報・システム
研究機構統計数理研究所所長 北川源四郎

八千代エンジニヤリング㈱大阪支
店
支店長 野呂 文彦

平成19年12月28日

府民に親しまれる公園を目指するために「公園
利用の実態」や「利用者の公園管理に関する意
見や評価」を把握し、より適切な公園管理を行う 岸和田市全域の１８歳以上の男女 ６２
事を目的とするものです。
件
(委託者：財団法人大阪府公園協会 理事長藤
井新一郎）

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成20年1月29日

社会意識に関する世論調査の対象者名簿作成 八田町３１〜
（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）
２０歳以上の男女個人

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成20年1月29日

高齢者の健康に関する意識調査の対象者名簿
作成
田治米町６１〜
(委託者：内閣府政策統括官付参事官 濱田 幸 ５５歳以上の男女個人
夫）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

２０件

土生滝町
１５歳以上８０歳未満の男女 ２７件

１４件

３０名

１４件

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

平成20年2月8日

「放送についての意識調査」の実施のための対
象者抽出。NHKのイメージや放送一般について
の意見や感じ方をはじめ、テレビ・ラジオその他
大北町
メディアに対する生活者の利用状況等を把握
１６歳以上(平成４年２月末日まで生ま
し、テレビ放送の質を向上させ、その他公共的役
れ）の男女
１４件
割への信頼を得るための基礎資料とする。
(委託者：野村総合研究所 常務執行役員 山田
澤明）

㈱ビデオリサーチ
代表取締役 木村 武彦

平成20年2月8日

日本たばこ産業株式会社が実施する「２００８年
上野町西・小松里町
全国たばこ喫煙者率調査」の対象者抽出のため
大正７年５月１日〜昭和６３年４月３０日
（委託者：日本たばこ産業㈱たばこ事業本部 情
生まれの男女 ４０名
報担当部長 仲井賢治）

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成20年2月9日

自殺対策に関する意識調査の対象者名簿作成
春木本町７，８、、１１〜
（委託者：内閣府政策統括官付参事官 高橋
２０歳以上の男女個人 １５件
広幸）

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成20年2月19日

食育に関する意識調査の対象者名簿作成
荒木町１丁目１７〜２０、２５〜
（委託者：内閣府政策統括官付参事官 深井宏） ２０歳以上の男女個人 １５件

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成20年3月4日

社会保障と国民生活に関する意識調査の対象
者名簿作成のため
東ヶ丘町８０８〜
(委託者：国立大学法人お茶の水女子大学 大
２０歳以上の男女個人
学院人間文化創成科学研究科 教授 平岡公
一）

社団法人 新情報センター事務局
長
(平谷 伸次）

平成20年3月4日

高齢期に備えての意識に関する調査の対象者
別所町１丁目９〜
名簿作成
５５歳以上６４歳以下の男女個人
(委託者：内閣府政策統括官付参事官 濱田 幸
件
夫）

平成20年3月5日

「科学技術と社会」についてのアンケート調査」
実施のための対象者抽出。国民の科学技術に
ついての意識・関心・知識、思考方法について調
査し、これらの要素間の相関によるリテラシーグ
ループを抽出する。(委託者：国立大学法人 東
京工業大学 統合研究院ソリューション研究機
構 機構長 柊元宏）

平成20年3月5日

「変動期における投票行動の全国的・時系列的
調査研究（文部科学省科学研究費補助金平成１ 南上町１丁目
９年度特別推進研究）」における「衆議院選時全 ２０歳以上（昭和６３年３月末日まで生ま
国有権者前後調査」実施のための対象者抽出。 れ）の男女、
８件
（委託者：学習院大学）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

２０件

１５

松風町
満１８〜６９歳（昭和１４年２月１日〜平
成２年１月末日生まれ）の男女
２０
件

お問い合わせ先 市民課住民担当
電話番号
072-423-9454
FAX番号
072-422-3345
〒596-8510 岸和田市岸城町７番１号

