住民基本台帳の閲覧状況の公表
平成20年度の住民基本台帳の閲覧は２５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

防衛省

平成20年7月29日

自衛官等の募集に伴う広報

平成２年４月２日から平成３年４月１日
までに生まれた者
２６０件

防衛省

平成20年7月30日

自衛官等の募集に伴う広報

平成２年４月２日から平成３年４月２日
までに生まれた者
２５６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

利用目的の概要

申出に係る住民の範囲

平成20年4月8日

「2008年6月全国接触者率調査」実施のための
対象者抽出。従来の視聴率調査ではとらえられ 田治米町
ない放送以外の媒体も含めたメディアの接触状 7歳以上（平成13年12月末日まで生ま
況の研究
れ）の男女、
12名
（委託者：NHK放送文化研究所）

平成20年4月8日

「2008年新聞読者基本調査」のための対象者抽
出。今後望まれる新聞像、新聞を含むマスメディ
山直中町３００〜
アのあり方を解明し、新聞報道の質の向上、及
満15歳以上の男女（平成5年4月末日ま
び新聞の公共的役割への信頼を得るための基
でに生まれた男女）
19名
礎資料とする。
（委託者：朝日新聞社マーケティングセンター）

㈱日本リサーチセンター
（代表取締役社長 鈴木 稲博）

平成20年4月11日

「家計の金融行動に関する世論調査」の対象者
抽出のため。
春木旭町
（委託者:日本銀行情報サービス局内 金融広報 満20歳以上の男女
中央委員会）

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成20年5月21日

国民生活に関する世論調査の対象者名簿作
田治米町639番地〜
成。
（委託者:内閣府大臣官房政府広報室） 20歳以上の男女

社団法人 中央調査社
（会長 若林 清造）

平成20年6月5日

「飲酒と生活習慣に関する調査」の実施のため
の対象者抽出。成人の飲酒、喫煙実態等を把握 大町
し、関連問題の予防に関する研究や施策の資料 満20歳以上（昭和６３年５月末日まで生
とする。
（委託者:独立行政法人国立病院 まれ）の男女
27名
機構 久里浜アルコール症センター）

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成20年8月27日

食料・農業・農村の役割に関する世論調査の対
池尻町58番地〜
象者名簿作成のため。
20歳以上の男女
（委託者:内閣府大臣官房政府広報室）

社団法人 中央調査社
（会長 中田 正博）

平成20年8月29日

「臓器移植に関する世論（附帯調査：時事問
題）」の実施のための対象者抽出。臓器移植に 上野町東
関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考 満20歳以上（昭和63年8月末日まで生ま
にする。
（委託者:内閣府大臣官房政府 れ）の男女
15名
広報室）

㈱日本リサーチセンター
（代表取締役社長 園本 雄司）

平成20年9月5日

「第３６回生活意識に関するアンケート調査」の
調査対象者を抽出するため。
（委託者:日本銀行情報サービス局）

天神山町１丁目
１９８８年１１月１３日以前に生まれた方
１５名

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成20年9月18日

外交に関する世論調査（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）

南町４０番〜
２０歳以上の男女

平成20年9月25日

「第７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。日本人の生活実態や
社会意識等の変化を総合的に研究するととも
に、国際比較を目的とした学術調査。
（委託者：大阪商業大学比較地域研究所）

本町
満２０歳以上満８９歳以下（大正７年９月
２日から昭和６３年９月１日まで生まれ）
の男女
１６名

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 中田 正博）

16名

29名

14名

１７名

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成20年10月9日

日本人の国民性調査の対象者名簿作成。
春木旭町
（委託者：大学共同利用機関法人 情報・システ
２０歳以上７９歳以下の男女
ム研究機構 統計数理研究所）

社団法人 中央調査社
（会長 中田 正博）

平成20年12月2日

「国民性に関する意識動向調査」対象者抽出の 岡山町
ため。(委託者：大学共同利用機関法人 情報・ 満16歳以上 79歳以下（昭和4年から平
システム研究機構 統計数理研究所)
成4年まで生まれ）の男女 32件

平成20年12月2日

「第3回家族についての全国意識調査」対象者
抽出のため。（委託者：首都大学東京 理事長
髙橋 宏）

社団法人 中央調査社
（会長 中田 正博）

１６名

天神山町２丁目
満28歳〜72歳（昭和11年1月から昭和
55年12月まで生まれ）の男女
24
件

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

若者の政治に関する意識調査の対象者名簿作
南上町1丁目２６番〜
平成20年12月17日 成のため。（委託者：財団法人 明るい選挙推進
16歳〜29歳の男女
協会）

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

自衛隊・防衛問題に関する世論調査（附帯：時
八阪町1丁目4番から
平成20年12月17日 事問題）の対象者名簿作成のため。（委託者：内
20歳以上の男女
17件
閣府大臣官房政府広報室）

17件

社団法人 中央調査社
（会長 中田 正博）

平成21年1月7日

「働き方と暮らしについての調査」実施のための
対象者抽出。「第7回生活と意識についての国際
比較調査」（平成20年10月〜12月実施）の特別
調査として、特に日本の若年層を対象に、職業
選択や就労、暮らし方に対する意識などを重点
的に研究する。
（委託者：大阪商業大学 JGSS研究センター）

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成21年1月8日

総合法律支援に関する世論調査（附帯：時事問
吉井町1丁目19番から
題）の対象者名簿作成
20歳以上の男女
（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）

社会法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成21年1月8日

社会意識に関する世論調査の対象者名簿作成 三田町８０５〜
（委託者：内閣府大臣官房政府広報室）
20歳以上の男女個人

株式会社 ビデオリサーチ
（代表取締役社長 木村 武彦）

平成21年1月22日

日本たばこ産業株式会社が実施する「２００９年 並松町、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8年5月1日〜平成1年4月30日生ま
（委託者：日本たばこ産業株式会社）
れの男女
40件

社団法人 中央調査社
（会長 中田 正博）

平成21年1月27日

「仕事と生活」調査の対象者抽出のため。就業、
住居、家計について調査を行い、生活・経済関
連のパネル調査データの構築を行うとともに、 下池田町２丁目
データの解析・研究を通して、社会構造分析、社 満２０歳以上（平成元年１月末日まで生
会政策提言のための資料とする。
まれ）の男女
７４件
（委託者：慶応義塾大学パネルデータ設計・解析
センター）

社団法人 新情報センター
（事務局長 平谷 伸次）

平成21年2月4日

高齢者の地域社会への参加に関する調査の対
岡山町３４１〜
象者名簿作成のため
60歳以上の男女
（委託者：内閣府政策統括官付参事官）

社団法人 新情報センター
( 事務局長 平谷 伸次）

平成21年2月4日

食育に関する意識調査の対象者名簿作成のた
下野町1丁目２〜
め
20歳以上の男女
（委託者：内閣府政策統括官付参事官）

平成21年2月19日

「放送についての意識調査」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・感じ方をはじめ、テレビ、ラジオその他のメ 藤井町２丁目
ディアに対する生活者の利用状況を把握し、テ 満16歳以上（平成5年2月末まで生まれ）
レビ放送の質を向上させ、その他公共的役割へ の男女
14件
の信頼を得るため基礎資料とする。
(委託者：野村総合研究所 常務執行役員）

社団法人 中央調査社
（会長 中田 正博）

上松町
満28歳以上42歳以下（昭和41年1月1日
から昭和55年12月31日まで生まれ）の
男女
15件

17件

２９件

１５件

14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

