
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（平成 24 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、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、下記のとおり公表いたします。 

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 

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 24年 4月 24日 
柏陽 1～3 丁目在住の満 20

歳以上の男女 22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 24年 5月 24日 

千歳市全域の平成 6年 4月 2

日～平成 7 年 4 月 1 日生ま

れの男女及び平成 9年 4月 2

日～平成 10年 4月 1日生ま

れの男性 1430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 6月 13日 

文京 1丁目に在住の 16歳以

上の男女 27名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「日常生活に関す

るアンケート調

査」実施のため 

平成 24年 7月 4日 

大和 1 丁目に在住の昭和 7

年 7 月 1 日～平成 9 年 6 月

末日まで生まれの男女 36名 

社団法人 中央調査社 

会長 中田 正博 

「2012 年 新聞

および Web 利用に

関する総合調査」

実施のため 

平成 24年 7月 5日 
末広 7丁目に在住の満 15歳

以上の男女 21名 

昇寿チャート株式会社 

代表取締役 川井 清雄 

道民意識調査のア

ンケート実施のた

め 

平成 24年 7月 31日 
北斗・緑町・弥生に在住の

20歳以上の男女 30名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「第 8 回長寿社会

における中高年者

の暮らし方の調

査」実施のため 

平成 24年 8月 22日 
北斗 1丁目に在住の 60歳以

上 92歳以下の男女 11名 

千歳市 

学校教育課長 細貝 貴生 

「スクールバスの

計画的運用のため

の調査」実施のた

め 

平成 24年 10月 2日 

祝梅・根志越・中央・泉郷・

長都・都・上長都・釜加・

蘭越・北信濃・支笏湖温泉

に在住の平成 18年 4月 2日

から平成 22年 4月 2日まで

生まれの男女 147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 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「男女共同参画社

会に関する世論調

査」実施のため 

平成 24年 10月 2日 
あずさ 5 丁目に在住の満 20

歳以上の男女 13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 

「家計消費状況調

査」実施のため 
平成 24年 11月 20日 

朝日町・東雲町・桂木・福

住・柏陽・白樺に在住の満

16歳以上の男女 172名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「国民性に関する

意 識 動 向 調 査

（2012 年度）」実

施のため 

平成 24年 11月 21日 

里美 3 丁目・文京 1 丁目に

在住の満 20 歳以上 79 歳以

下の男女 26名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「家族の法制に関

する世論調査」実

施のため 

平成 24年 11月 27日 
文京 3丁目に在住の満 20歳

以上の日本人の男女 13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 11月 28日 
若草 2～4 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 秋山 創一 

「全国たばこ喫煙

者率調査」実施の

ため 

平成 24年 12月 6日 

旭ヶ丘 4 丁目・上長都に在

住の大正 12年 5月 1日～平

成 5年 4月 30日生まれの男

女 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「がん対策に関す

る世論調査」実施

のため 

平成 24年 12月 11日 
稲穂 1丁目に在住の満 20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 

「消費者意識基本

調査」実施のため 
平成 24年 12月 21日 

栄町 1～2 丁目に在住の 15

歳以上の日本国籍を有する

男女 25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 

「平成 24 年通信

利用動向調査」実

施のため 
平成 25年 1月 10日 

朝日町 8丁目、北栄 2丁目、

清流 2 丁目、寿 1 丁目に在

住の 20 歳以上の男女各 43

名、計 172名 

社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「衆院選後の政治

意識・2013」調査

実施のため 

平成 25年 2月 6日 

青葉７丁目、日の出５丁目

に在住の 20 歳以上の男女

12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 

「生活意識に関す

るアンケート調

査」実施のため 

平成 25年 2月 20日 
住吉４～５丁目に在住の 20

歳以上の男女 15名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「宝くじに関する

世論調査」実施の

ため 

平成 25年 3月 12日 
北陽２～３丁目に在住の満

18歳以上の男女 19名 

 


