
国又は地方公共団体の機関の名称 請求事由の概要 閲覧の年月日

申出者 利用目的の概要 閲覧の年月日

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

〔共同申出者〕　NHK放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　大滝　昭彦

一般社団法人　中央調査社

会長　大室　真生

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

〔共同申出者〕　NHK放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　大滝　昭彦

一般社団法人新情報センター

事務局長　平谷　伸次

国又は地方公共団体の機関による閲覧（住民基本台帳法第１１条）

閲覧に係る住民の範囲・件数

兵庫県企画県民部ビジョン課 県民意識調査 平成29年5月16日 422 市内全域

24 
大久保町高丘5丁目

魚住町長坂寺

12 

大久保町ゆりのき通1～3丁目
大久保町大久保町の一部

藤江の一部

法人等の申出による閲覧（住民基本台帳法第１１条の２）

閲覧に係る住民の範囲・件数

「6月全国個人視聴率調査」 平 成 29 年 5 月 9 日

「娯楽と生活習慣に関する調査」 平成29年5月11日 33 魚住町中尾

「平和に関する意識調査」 平成29年5月10日 12 

「2017年6月　全国放送サービス接触動向調査」 平成29年5月10日



申出者 利用目的の概要 閲覧年月日

株式会社　 リサーチ 代表取締役社長　鈴木　稲博

〔共同申出者〕　日本銀行　情報サービス局
局長　鶴海　誠一

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

〔共同申出者〕　NHK放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　吉田　理恵

一般社団法人新情報センター

事務局長　平谷　伸次

奈良大学

学長　清水　哲郎

硯町2丁目

魚住町西岡

「国民生活に関する郵送世論調査」

法人等の申出による閲覧（住民基本台帳法第１１条の２）

閲覧に係る住民の範囲・件数

「生活意識に関するアンケート調査」 平成29年5月30日 15 

一般社団法人中央調査社　会長　大室　真生 「テレビ視聴に関する調査」

一般社団法人中央調査社　　会長　大室　真生 貴崎5丁目の一部

平 成 29 年 6 月 7 日 16 

株式会社　毎日新聞社
代表取締役　社長　丸山　昌宏

「第71回読書世論調査」 平成29年6月14日 14 

株式会社　RJC リサーチ 代表取締役社長　川田　隆太 大久保町大窪

「2017年新聞及びウェブ利用に関する総合調査」 平成29年6月21日 25 

「障害者に関する世論調査」 平成29年7月19日 16 

大道町1丁目から大道町2丁目

12 

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生 「住民意識調査」 平 成 29 年 8 月 2 日 23 

大久保町大窪の一部

二見町西二見の一部

「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」

平 成 29 年 8 月 2 日

15 

「外国との付き合い方に関する意識調査」 平成29年8月24日 100 

大久保町大久保町「科学技術と社会に関する世論調査」

西島・藤江・大窪・清水・西岡・東二見・西二見

一般社団法人中央調査社　会長　大室　真生

平成29年8月22日

沢野1丁目の一部 14 平成29年5月24日



申出者 利用目的の概要 閲覧年月日

一般社団法人新情報センター

事務局長　平谷　伸次

「第10回メディアに関する全国世論調査」

株式会社　日本リサーチセンター 「平成29年度　消費者意識基本調査」

代表取締役社長　鈴木　稲博

株式会社　日本リサーチセンター 「青少年のインターネット利用環境実態調査」

代表取締役社長　鈴木　稲博

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

株式会社　インテージリサーチ

代表取締役社長　井上　孝志

魚住町清水

「平成30年度　家庭部門のＣＯ２排出実態統計調
査」

「青少年を被害から守るための調査」

「平成29年度男女間における暴力に関する調査」

平成29年10月19日

27 上ノ丸1丁目の一部

魚住町西岡

「暮らしのなかの困りごとに関する全国調査」 平成29年10月11日一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

「メディア利用動向調査」 平成29年10月11日

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

大久保町西脇平成29年8月30日
「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」

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生 平成29年11月8日

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生
〔共同申出者〕　NHK放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　吉田　理恵

法人等の申出による閲覧（住民基本台帳法第１１条の２）

閲覧に係る住民の範囲・件数

魚住町中尾の一部

20 

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

25 

大久保町西脇

平成29年11月1日 60 

12 魚住町西岡の一部

東人丸町・太寺1～４丁目・東野町

21 

平成29年9月26日 小久保6丁目

平 成 29 年 9 月 6 日

平成29年9月26日

28 

24 

「外交に関する世論調査」 平成29年10月11日 16 

魚住町中尾の一部

21 



申出者 利用目的の概要 閲覧年月日

一般社団法人新情報センター

事務局長　平谷　伸次

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

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

〔共同申出者〕　日本銀行　情報サービス局
局長　鶴海　誠一

株式会社　オノフ

代表取締役　安宅　正晴

株式会社　ビデオリサーチ　代表取締役社長　加藤　讓

〔共同申出者〕　日本たばこ産業株式会社
たばこ事業本部　Ｍ＆Ｓ企画部長　西谷　圭一

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

魚住町清水の一部

「第3回　家計と貯蓄に関する調査」 平成29年11月30日

「飲酒と生活習慣に関する調査」 平成29年12月13日

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生

平成29年11月15日

「生活意識に関するアンケート調査」

28 

閲覧に係る住民の範囲・件数

太寺大野町2656～「土地問題に関する国民の意識調査」

平成29年11月30日 15 

14 

法人等の申出による閲覧（住民基本台帳法第１１条の２）

平成29年12月13日 16 西明石町2丁目1～

川崎町、貴崎1丁目

松が丘3丁目

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生
〔共同申出者〕　NHK放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　吉田　理恵

「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」

平成30年1月10日

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」

藤江、大久保町大窪、魚住町清水

28 

「人生の最終段階における医療に関する意識調査」 平成29年12月20日 44 鳥羽、大久保町松陰、東野町、大久保町江井島

大久保町高丘7丁目の一部

12 

「全国たばこ喫煙者率調査」 平成30年1月24日 60 

二見町東二見

平成30年1月31日 19 

「第12回生活と意識についての国際比較調査」 平成30年1月31日 15 

「平成29年度国語に関する世論調査」 二見町東二見の一部



申出者 利用目的の概要 閲覧年月日

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

〔共同申出者〕　日本銀行　情報サービス局
局長　鶴海　誠一

株式会社　サーベイリサーチセンター

代表取締役　藤沢　昌樹

東仲ノ町の一部

東野町

小久保1丁目

法人等の申出による閲覧（住民基本台帳法第１１条の２）

閲覧に係る住民の範囲・件数

「生活意識に関するアンケート調査」

一般社団法人　中央調査社　会長　大室　真生
〔共同申出者〕　NHK放送文化研究所　世論調査部
世論調査部長　吉田　理恵

平成30年2月28日

平成30年2月21日 15 

12 

32 

「2018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）」

「第3回　日本人の就業実態に関する総合調査」 平成30年2月27日


