
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（平成30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 森谷 淳二 

市街化区域内及び市街

化調整区域内の人口把

握のため 

平成30年4月10日 

真々地、大和、北光、日

の出、桂木、北信濃、上

長都の男女927名 

(株)日本リサーチセンター 
代表取締役社長 鈴木 稲博 

「家計の金融行動に関

する世論調査」の対象者

抽出のため 

平成30年4月12日 

住吉3丁目（平成10年5

月末日生まれまで）の男

女16名 

千歳市 水道局 
工事課長 谷藤 彰 

「千歳市公共下水道事

業」の計画業務のため 

平成30年4月17日

～23日 

北光1、2丁目、あずさ1

丁目、大和3、4丁目、北

信濃、蘭越の男女976名 

一般社団法人千歳青年会議所 
理事長 渡部 順大 

「第 6 回千歳市民討議

会」実施に伴う案内状送

付の対象者抽出のため 

平成30年4月24日

～26日 

千歳市全域（平成12年生

まれ以降）の男女 2,010

名 

(株)日本リサーチセンター 

代表取締社長 鈴木 稲博 
「旅行・観光消費動向調

査」の対象者抽出のため 
平成30年５月29日 

春日町１～３丁目の男女

85名 

一般社団法人 中央調査社 
会長 大室 真生 

「国民生活に関する世

論調査」の実施のため 
平成30年5月30日 

住吉3丁目（平成12年5

月末日生まれまで）の日

本国籍を持つ男女26名  

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」の対象者抽出のた

め 

平成30年6月6日 

花園3丁目（平成14年6

月末日生まれまで）の男

女14名 

株式会社ドーコン 

代表取締役社長 佐藤 謙二 

「恵庭かわまちづくり

に関するアンケート調

査」の対象者抽出のため 

平成 30 年６月７～８

日 

千歳市全域 20 歳以上の

日本人男女896名 

千歳市総務部 

危機管理課長 古島 知明 

「千歳市防災行政無線

デジタル化整備に伴う

戸別受信機配布台帳の

作成」のため 

平成30年6月19日 

東丘、新川、幌加、協和、

泉郷、中央、釜加、上長

都、長都、都、根志越、

北信濃、美々、祝梅、駒

里、蘭越の男女775名 

千歳市総務部 

危機管理課長 古島 知明 

「土砂災害警戒区域等

における避難対象者数

把握」のため 

平成30年6月20日 

北斗1丁目、緑町4、5丁

目、大和 3、４丁目、桂

木 1、4、5 丁目、新星 2

丁目、蘭越、泉郷、東丘、

協和、幌加、中央、白樺

6丁目、真町、モラップ、

幌美内、支笏湖温泉の男

女87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 

自衛隊札幌地方協力本部 

本部長 菅股 弘信 

「自衛官及び自衛官候

補生に関する募集」のた

め 

平成30年６月26日

～27日 

平成10年4月2日から平

成12年4月1日生まれの

男女1,721名 

株式会社ピーアールセンター 

代表取締役 田丸 正則 

「道政上の課題や施策

関しての世論調査」の対

象者抽出のため 

平成30年７月26日 

真々地２丁目、北陽１丁

目住吉３丁目の 18 歳以

上の男女30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 76

回）の対象者抽出のため 

平成30年８月21日 

春日町２～５丁目の 20

歳以上（平成10年10月

末日までに生まれた）の

男女15名 

一般社団法人 中央調査社 
会長 大室 真生 

「食と農林漁業に関す

る世論調査の実施の対

象者」抽出のため 

平成30年8月22日 

文京 6 丁目の 18 歳以上

（平成12年7月末日まで

に生まれた）の男女11名 

北海道石狩振興局保健環境部 

千歳地域保健室 

室長 大原 宰 

「平成30年国民健康・

栄養調査」対象者名簿作

成のため 

平成30年８月23日 
勇舞２丁目の 16 世帯男

女56名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「生活意識に関する国

際比較調査」の対象者抽

のため 

平成30年９月５日 

自由ケ丘３丁目の 18 歳

以上（平成12年12月末

日までに生まれた）の男

女12名 

（株）日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

「11 月全国個人視聴率

調査」の対象者抽出のた

め 

平成30年10月２日 

桜木２～３丁目の７歳以

上（平成23年12月末日

までに生まれた）の男女

12名 

一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「平成30年度青少年の

インターネット利用環

境実態調査」の対象者抽

出のため 

平成30年10月16日 

長都駅前１～２丁目の

（平成20年11月２日～

平成30年11月１日に生

まれた）日本国籍を持つ

男女20名 

(株)RJCリサーチ 

代表取締役 佐野 耕太郎 

「子どものいる世帯の

生活状況および保護者

の就業に関する調査

2018」（第５子育て世帯

全国調査）の対象者抽出

のため 

平成30年10月18日 

柏陽１～５丁目、福住１

～４丁目、文京１～６丁

目、里美１～５丁目の日

本国籍を持つ、末子が18

歳未満（平成12年1月1

日生まれ以降）の保護者

男女35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 

千歳市企画部 

まちづくり推進課 森谷 淳二 

市街化区域内及び市街

化調整区域内の人口把

握のため 

平成30年10月23日 

真々地、大和、北光、日

の出、桂木、清流、北信

濃、上長都の男女889人 

(株)日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

「高齢者の住宅と生活

環境に関する調査」の対

象者抽出のため 

平成30年10月30日 

花園７丁目、高台３～６

丁目の 60 歳以上（昭和

33 年１月１日生まれま

で）の男女20名 

一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

「メディア接触と政治

について」調査の対象者

名簿作成のため 

平成30年10月30日 

みどり台南１～２丁目の

８歳以上（平成 12 年 12

月末日以前に生まれた）

の日本国籍を持つ男女12

名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「生活状況に関する調

査」実施のための対象者

抽のため 

平成30年11月27日 

桂木１～２丁目の40～64

歳以下（昭和28年４月２

日から昭和 53 年４月１

日までに生まれた）の日

本国籍を持つ男女25名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「第４回家族について

の全国調査」調査対象者

抽のため 

平成30年11月27日 

富士２～３丁目の28～72

歳以下（昭和21年１月１

日から平成２年 12 月末

日までに生まれた）の日

本国籍を持つ男女24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 77

回）の対象者抽出のため 

平成30年12月４日 

あずさ５丁目の 20 歳以

上（平成11年１月末日生

まれまで）の男女15名 

自衛隊札幌地方協力本部 

本部長 菅股 弘信 

「自衛官及び自衛官候

補生に関する募集」のた

め 

平成30年12月10日

～13日 

昭和62年4月2日から平

成4年4月1日生まれの

日本国籍を持つ男女

2,735名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「平成30年度国語に関

する世論調査」実施のた

めの対象者抽出 

平成31年１月31日 

梅ケ丘１丁目の 16 歳以

上（平成15年1月末日ま

でに生まれた）の日本国

籍を持つの男女15名 

千歳市総務部 

財政課 森 周一 

「平成30年度辺地状況

調査」に回答するため 
平成31年２月６日 

幌加、新川、協和、東丘

の男女19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 

「2019年度 生活保障
に関する調査」実施のた

め 
平成31年２月14日 

自由ケ丘５～６丁目の18

～69 歳以下（昭和 24 年

４月１日～平成 13 年３

月末日）の日本国籍を持

つ男女30名 

一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 
「宝くじに関する世論

調査」実施のため 
平成31年２月27日 

朝日町１丁目～８丁目の

満18歳以上（平成13年

２月末日までに生まれ

た）日本国籍を持つ男女

23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 78

回）の対象者抽出のため 

平成31年３月５日 

信濃４丁目の 20 歳以上

（平成 11 年４月末日生

まれまで）の男女15名 

 


