
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（平成 23 年度） 

 

住民基本台帳法第 11条第 3項及び第 11 条の 2第 12 項並びに住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し

等の交付に関する省令第 3条の規定に基づき、次のとおり公表します。 

閲覧者氏名 

（法人の場合は名称及び 

代表者又は管理者） 

閲覧事由 

（利用目的）の概要 
閲覧年月日 閲覧した住民の範囲 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「テレビなどメデ

ィア利用について

の調査」実施のため 

平成 23年 4月 12日 
北信濃在住の 7 歳以上の男

女 12名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「2011 年全国接触

者率調査」実施のた

め 

平成 23年 4月 13日 
富丘 1丁目、2丁目在住の 7

歳以上の男女 12名 

防衛省 自衛隊札幌地方協力

本部長 

1等陸佐 阿部 知己 

自衛官募集のため 
平成 23年 5月 11日～

12日 

千歳市全域の平成 5年 4月 2

日～平成 6 年 4 月 1 日生ま

れの男性 491名） 

株式会社 

日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木 稲博 

「家計の金融行動

に関する世論調査」

実施のため 

平成 23年 5月 17日 
弥生 1～2 丁目在住の満 20

歳以上の男女 22名 

株式会社 日経リサーチ 

代表取締役社長 伊東 信行 

「OECD 国際成人力

調査（PIAAC）」実施

のため 

平成 23年 6月 9日 

稲穂 1～2 丁目在住の昭和

20 年 12 月 2 日から平成 7

年 12月 1日の間に生まれた

男女 35名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「ﾒﾃﾞｨｱに関する全

国世論調査」実施の

ため 

平成 23年 7月 6日 

北光 3 丁目 8 番～11 番に在

住の平成 5 年 7 月末日まで

に生まれた男女 18名 

社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「家計消費状況調

査」実施のため 
平成 23年 7月 13日 

日の出 4 丁目 1・2・4 番、日の

出 5 丁目 6、12、13、14、15 番

に在住の 16歳以上の男女 43件 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「新聞及びｳｪﾌﾞ利

用に関する総合調

査」実施のため 

平成 23年 8月 10日 

富丘 4丁目 20番～32番に在

住の平成 8 年 8 月末日まで

に生まれた男女 21名 

株式会社 

日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木 稲博 

「子ども・青少年の

運動・スポーツ活動

に関する全国調査」

実施のため 

平成 23年 8月 18日 

自由ヶ丘 6～7丁目、上長都

在住の平成 3 年 4 月 2 日か

ら平成 19年 4月 1日の間に

生まれた男女 23名 



閲覧者氏名 

（法人の場合は名称及び 

代表者又は管理者） 

閲覧事由 

（利用目的）の概要 
閲覧年月日 閲覧した住民の範囲 

株式会社 

環境保全サイエンス 

代表取締役社長 小松 勝雄 

「DV に関する意識

調査」実施のため 
平成 23年 9月 9日 

日の出丘、信濃、北光、文

京に在住の満 20歳以上の男

女各 15名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「外交に関する世

論調査」実施のため 
平成 23年 9月 14日 

自由ヶ丘 1 丁目に在住の満

20歳以上の男女 12名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「全国有権者政治

意識調査」実施のた

め 

平成 23年 9月 15日 
旭ヶ丘 4丁目に在住の 20歳

以上の男女 5名 

有限会社 タイムエージェント 

代表取締役 山代 克己 

「道民意識調査」実

施のため 
平成 23年 10月 4日 

緑町 4 丁目、末広 7 丁目に

在住の満 20 歳以上の男女

21名 

社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「高齢者の経済生

活に関する意識調

査」実施のため 

平成 23年 10月 5日 
信濃 4丁目に在住の 55歳以

上の男女 12名 

社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「家計消費状況調

査」実施のため 
平成 23年 10月 13日 

中央、泉郷に在住の 16歳以

上の男女 43名 

社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「親と子の生活意

識に関する調査」実

施のため 

平成 23年 10月 18日 

北光に在住の平成 8年 4月 2

日～平成 9 年 4 月 1 日に生

まれた男女 16名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「メディアの接触

と評価に関する調

査」実施のため 

平成 23年 10月 19日 
あずさ 2 丁目に在住の満 15

歳～79歳の男女 21名 

防衛省 自衛隊札幌地方協力

本部長 

1等陸佐 藤本 憲司 

自衛官募集のため 平成 23年 10月 20日 

千歳市全域の平成 8年 4月 2

日～平成 9 年 4 月 1 日生ま

れの男性 489名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「情報とメディア

利用についての調

査」 

平成 23年 10月 25日 

日の出 4・5丁目、支笏湖温

泉、旭ヶ丘 1 丁目に在住の

16歳以上の男女 12名 

株式会社 

サーベイリサーチセンター 

代表取締役 藤澤 士朗 

「肝炎ウイルス検

査受検状況実態調

査」実施のため 

平成 23年 11月 22日 

緑町 5丁目、北栄 1～2丁目、

春日町 1～2 丁目に在住の

20 歳以上 79 歳以下の男女

210名 



閲覧者氏名 

（法人の場合は名称及び 

代表者又は管理者） 

閲覧事由 

（利用目的）の概要 
閲覧年月日 閲覧した住民の範囲 

株式会社 

日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木 稲博 

「生活意識に関す

るアンケート調査」

実施のため 

平成 23年 12月 6日 
白樺 4～5 丁目に在住の満

20歳以上の男女 15名 

株式会社 

ビデオリサーチ 

代表取締役社長 若杉 五馬 

「全国たばこ喫煙

者率調査」実施のた

め 

平成 23年 12月 22日 

豊里 2 丁目、清流 5 丁目に

在住の大正 11年 5月 1日～

平成 4年 4月 30日までに生

まれた男女 40名 

株式会社 

サーベイリサーチセンター 

代表取締役 藤澤 士朗 

「テレビ放送に関

するアンケート調

査」実施のため 

平成 24年 1月 5日 
大和 1～2 丁目に在住の 16

歳以上の男女 24名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「国語に関する世

論調査」実施のため 
平成 24年 2月 1日 

新富 2丁目に在住の満 16歳

以上の男女 15名 

社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「生活の質に関す

る調査」実施のため 
平成 24年 2月 17日 

北光 3丁目に在住の 15歳以

上の男女 20名 

株式会社 

日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木 稲博 

「生活意識に関す

るアンケート調査」

実施のため 

平成 24年 2月 23日 
上長都、北信濃に在住の満

20歳以上の男女 15名 

社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「家計消費状況調

査」実施のため 
平成 24年 2月 24日 

支笏湖温泉、文京 1 丁目に

在住の 16 歳以上の男女 86

名 

 


