
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（平成 28 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 

千歳市企画部 

まちづくり推進課長 服部 隆 

「千歳市都市計画業務に

関する市街化区域内及び

市街化調整区域内人口」

を把握するため 

平成 28年 4月 20日 

真々地、大和、北光、旭ヶ

丘、日の出、桂木、清流、

北信濃、上長都在住の男女

926名 

千歳市水道局 

工事課長 吉田 博夫 

「下水道処理区域内人

口」の把握のため 
平成 28年 4月 25日 

大和 3、4丁目、北信濃、

青葉 1、2、7丁目、北光 1、

2丁目在住の男女 149名 

(株)日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

「6月全国個人視聴率調

査」の対象者抽出のため 
平成 28年 4月 27日 

弥生 2丁目在住（平成 21

年 12月末日生まれまで）

の男女 12名 

一般社団法人 千歳青年会議所 

理事長 中山 千太朗 

「第四回市民討議会実施

に伴う案内状送付」の対

象者抽出のため 

平成 28年 5月 10～12

日 

千歳市全域（昭和 31年～

平成 10年 2月 26日生まれ

まで）の男女 2500名 

自衛隊札幌地方協力本部 

本部長 篠村 和也 

「自衛官及び自衛官候補

生に関する募集事務」の

対象者抽出のため 

平成 28年 5月 25～27

日 

千歳市全域（平成 7年 4月

2日～平成 10年 4月 1日生

まれまで）の日本人男女

2060名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「テレビ放送に関するア

ンケート」の対象者抽出

のため 

平成 28年 5月 31日 

18歳以上（平成 10年 7月

末日まで生まれまで）豊里

5丁目在住の男女 20名 

自衛隊札幌地方協力本部 

本部長 篠村 和也 

「自衛官及び自衛官候補

生に関する募集事務」の

対象者抽出のため 

平成 28年 6月 2日 

千歳市全域（平成 10年 4

月 2日～平成 11年 4月 1

日生まれまで）の日本人男

女 913名 

(株)日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

「生活意識に関するアン

ケート調査」（第 67回）

の対象者抽出のため 

平成 28年 6月 7日 

北斗 4丁目・5丁目在住（平

成 8年 7月末日生まれま

で）の満 20歳以上の男女

15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 ドーコン 

 代表取締役社長 佐藤 謙二 

「平取町かわまちづくり

に関するアンケート調

査」の対象者抽出のため 

平成 28年 6月 14日 
千歳市全域の満 20歳以上

の男女 415名 

一般社団法人 中央調査社 

 会長 西澤 豊 

「テレビ視聴に関する調

査」の対象者抽出のため 
平成 28年 6月 15日 

新星 1・2丁目在住（平成

12年 6月末日生まれまで）

の男女 14名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「2016年新聞及びウェ

ブ利用に関する総合調

査」の対象者抽出のため 

平成 28年 6月 30日 

弥生 1丁目在住（平成 13

年 8月末日生まれまで）の

日本人男女 22名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「道路に関する世論調

査」の対象者抽出のため 
平成 28年 7月 12日 

幸福 2丁目、3丁目在住（平

成 10年 6月末日生まれま

で）の日本人男女 11名 

㈱東京商工リサーチ北海道支社 

 支社長 横山 朗 

「道民意識調査アンケー

トの送付」の対象者抽出

のため 

平成 28年 7月 26日 

新富１丁目、文京１丁目、

北信濃在住（平成 28年 4

月 1日時点で）満 20歳以

上の男女 30名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「男女共同参画社会に関

する世論調査」実施の対

象者抽出のため 

平成 28年 8月 10日 
青葉３丁目在住の満 18歳

以上の男女 13名 

千歳市企画部主幹 

（政策推進担当） 松石 博司 

「千歳市公共施設等総合

管理計画策定業務」のた

め 

平成 28年 8月 17日 都在住の日本人男女 21名 

千歳市建設部 

道路管理課長 小尾 千智 

長都駅前広場整備に関す

るアンケート調査対象者

の抽出のため 

平成 28年 8月 23～25

日 
千歳市全域の男女 2760名 

千歳市企画部主幹（交通政策担当） 

中出 英利 

駒里地区の世帯調査のた

め 
平成 28年 8月 25日 駒里在住の男女 54名 

(株)日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

「生活意識に関するアン

ケート調査」の対象者抽

出のため 

平成 28年 8月 30日 

東郊 1～２丁目在住の 20

歳以上の男女（平成 8年 10

月 31日生まれまで）15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 大室 真生 

「政府の役割についての

国際比較調査」の対象者

抽出のため 

平成 28年 9月 7日 

青葉 6～8丁目在住（平成

12年 12月末日生まれま

で）の日本人男女 12名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「文化に関する世論調

査」の対象者抽出 
平成 28年 9月 7日 

梅ヶ丘 2丁目在住の満 18

歳以上（平成 10年 8月末

日生まれまで）の日本人男

女 11名 

千歳市総務部 

危機管理課長 磯部 進一 

土砂災害防止法（土砂災

害警戒区域における土砂

災害防止対策の推進に関

する法律）に基づく住民

周知のため 

平成 28年９月 30日 

北斗１丁目、緑町５丁目、

大和４丁目在住の男女 80

名 

㈱日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

「平成 28年度 消費者

意識基本調査」の対象者

抽出のため 

平成 28年 10月４日 

清流 3丁目在住の平成 28

年 11月１日時点で 15歳以

上の日本人男女 25名  

千歳市企画部 

まちづくり推進課長 服部 隆 

「都市計画業務における

市街化区域内及び市街化

調整区域内の人口」把握

の為 

平成 28年 10月６日 

真々地、大和、北光、旭ヶ

丘、日の出、桂木、清流、

北信濃、上長都在住の男女

954名 

自衛隊札幌地方協力本部 

本部長 篠村 和也 

「陸上自衛隊高等工科学

校の生徒募集」の対象者

抽出の為 

平成 28年 10月 12日 

千歳市全域（平成 13年 4

月 2日～平成 14年 4月 1

日生まれまで）の日本人男

子 487名 

一般社団法人 輿論科学協会 

理事長 大宮 泰三 

「通信利用動向調査」に

おける対象者抽出のため 
平成 28年 11月 17日 

千歳市全域の 20歳以上の

筆頭世帯構成員 男女 172

名 

(株)インテージリサーチ 

代表取締役社長 井上 孝志 

「家庭部門のＣＯ₂排出

実態統計調査」の対象者

抽出のため 

平成 28年 12月７日 

北陽 4丁目在住（昭和 3年

4月 2日～平成 9年 4月 1

日生まれまで）の日本人男

女 60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)ビデオリサーチ 

代表取締役社長 加藤 讓 

2017年「全国たばこ喫煙

者率調査」の対象者抽出

のため 

平成 28年 12月 21日 

稲穂 1丁目在住（昭和 2年

5月 1日～平成 9年 4月 30

日生まれまで）の日本人男

女 20名） 

千歳市総務部 

危機管理課長 磯部 進一 

千歳市防災行政無線デジ

タル化整備に伴う戸別受

信機配布世帯の選定 

平成 28年 12月 22日 
蘭越に住民登録のある 132

世帯（対象世帯数の把握） 

自衛隊札幌地方協力本部 

本部長 篠村 和也 

「自衛官及び自衛官候補

生に関する募集事務」の

対象者抽出のため 

平成 29年 1月 10～13

日 

千歳市全域（平成 3年 4月

2日～平成 9年 4月 1日生

まれまで）の日本人男女

3510名 

千歳市総務部 

財政課長 島田 和明 

総務省が実施する「平成

28年度辺地状況調査」に

回答するため 

平成 29年 2月 6日 
幌加、新川、協和、東丘在

住の男女 413名 

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 

生活意識に関するアンケ

ート調査（第 70回）の対

象者抽出のため 

平成 29年 2月 14日 

住吉 3・4丁目の 20歳以上

の男女（平成 9年 4月 30

日生まれまで）15名 

陸上自衛隊札幌地方協力本部 

本部長 篠村 和也 

「自衛官及び自衛官候補

生に関する募集事務」の

対象者抽出のため 

平成 29年 2月 21～23

日 

千歳市全域（平成 3年 4月

2日～平成 9年 4月 1日生

まれまで）の日本人男女

1794名 

 


