
掛川市告示第82号

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号。以下「法」という｡)第11条第３項及び第11条の２第12項

の規定に基づき、平成27年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について次のように公表す

る。

平成28年５月26日

掛川市長 松 井 三 郎

１ 法第11条第１項の請求に係る閲覧の状況

請求者なし

２ 法第11条の２第１項の申出に係る閲覧の状況

申出者の氏名（法人
の場合にあっては、

利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲
名称及び代表者又は
管理者の氏名）

株式会社日本リサー
チセンター 代表取 小鷹町及び十九首

「６月全国個人視聴率
締役社長 鈴木 稲博 ７歳以上の男女（平成

調査」の対象者抽出の 平成27年５月13日
委託 ＮＨＫ放送文 20年12月31日生まれま

ため
化研究所 世論調査 で） 12名
部 部長 重森 万紀

西大渕及び横須賀
株式会社日本リサー 「家計の金融行動に関

満20歳以上の男女（平
チセンター 代表取 する世論調査」の対象 平成27年５月13日

成７年５月31日生まれ
締役社長 鈴木 稲博 者抽出のため

まで） 22名

長谷20番地以降（22
「日本人のメディア利 件）

一般社団法人中央調 用に関する実態調査」 13歳から69歳まで（昭
平成27年５月20日

査社 会長 西澤 豊 実施のための対象者抽 和20年６月１日から平
出 成14年５月31日まで生

まれ）の日本人男女

株式会社日本リサー
チセンター 代表取 「生活意識に関するア 下垂木
締役社長 鈴木 稲博 ンケート調査」（第63 20歳以上の男女（平成

平成27年６月３日
委託 日本銀行情報 回）の対象者抽出のた ７年７月31日生まれま
サービス局 局長 め で） 15名
丹治 芳樹



長谷１丁目から３丁目
「４歳から９歳まで及 まで及び下俣南２丁目

株式会社日本リサー
び10代のスポーツライ ４歳から19歳までの男

チセンター 代表取 平成27年６月３日
フに関する調査」の対 女（平成７年４月２日

締役社長 鈴木 稲博
象者抽出のため から平成23年４月１日

生まれまで） 29名

各和500番地以降（39
件）

「日常生活に関するア
満15歳以上79歳以下

一般社団法人中央調 ンケート」（生活者１
平成27年７月２日 （昭和10年７月１日か

査社 会長 西澤 豊 万人アンケート）実施
ら平成12年６月末日ま

のための対象者抽出
で生まれ）の日本人男
女

「2015年 新聞及びウ
ェブ利用に関する総合

領家70番地以降（23
調査」（調査票タイト

一般社団法人中央調 件）満15歳以上（平成
ル：「くらしと情報に 平成27年７月２日

査社 会長 西澤 豊 12年８月末日まで生ま
ついてのおたずね」）

れ）の日本人男女
実施のための対象者抽
出

20歳以上の日本国籍を
少年非行に関する世論

一般社団法人新情報 有する男女個人（平成
調査（附帯：時事問

センター 事務局長 平成27年７月16日 ７年６月30日以前に生
題）の対象者名簿作成

平谷 伸次 まれた者） 横須賀
のため

241番地以降 17件

15歳から64歳まで（昭
第11回 飲酒、喫煙及 和25年９月11日から平

一般社団法人新情報
びくすりの使用につい 成12年８月31日まで）

センター 事務局長 平成27年８月４日
てのアンケート調査の の日本国籍を有する男

平谷 伸次
対象者名簿作成のため 女個人 富部582番地

以降 16件

20歳以上の日本国籍を
一般社団法人新情報 ライフスタイルのあり 有する男女個人（平成
センター 事務局長 方に関する世論調査の 平成27年８月４日 ７年７月31日以前）家
平谷 伸次 対象者名簿作成のため 代の里２丁目５番地以

降 20件

20歳以上（平成７年７
一般社団法人新情報 国土形成計画の推進に 月31日以前）の日本国
センター 事務局長 関する世論調査の対象 平成27年８月４日 籍を有する男女個人
平谷 伸次 者名簿作成のため 緑ヶ丘１丁目14及び17

番地以降 17件

株式会社日本リサー
チセンター 代表取

「2015年国民生活時間 西大渕 10歳以上の男
締役社長 鈴木 稲博

調査」の対象者抽出の 平成27年８月19日 女（平成17年12月31日
委託 ＮＨＫ放送文

ため 生まれまで） 48名
化研究所 世論調査
部長 重森 万紀

大坂300番地以降及び
隣接地域（大渕）（12

「18歳選挙権に関する
件） 平成28年６月19

若者意識調査」（政治
一般社団法人中央調 日時点で18歳及び19歳

と社会に関する若者意 平成27年10月７日
査社 会長 西澤 豊 （平成８年６月20日か

識調査）実施のための
ら平成10年６月19日生

対象者抽出
まれまで）の日本人男
女



本郷200番地以降（21
「メディアの接触と評

件） 満15歳から79歳
価に関する調査（メデ

一般社団法人中央調 まで（昭和10年11月１
ィアについてのおたず 平成27年10月14日

査社 会長 西澤 豊 日から平成12年10月31
ね）」実施のための対

日まで生まれ）の日本
象者抽出

人男女

高御所1000番地以降
（25件） 15歳以上39

「若者の生活に関する
一般社団法人中央調 歳以下（昭和51年４月

調査」実施のための対 平成27年12月１日
査社 会長 西澤 豊 １日から平成12年３月

象者抽出
31日まで生まれ）の日
本人男女

「2015年度アジアンバ
上張10番地以降（15

ロメーター調査」（調
一般社団法人中央調 件） 20歳以上（平成

査実施名：社会意識に 平成27年12月９日
査社 会長 西澤 豊 ７年12月31日まで生ま

関する調査）実施のた
れ）の日本人男女

めの対象者抽出

株式会社ビデオリサ
ーチ 代表取締役社

日本たばこ産業株式会
長 秋山 創一 北門 20件 大正15年

社が実施する2016年
委託 日本たばこ産 ５月１日から平成８年

「全国たばこ喫煙者率 平成27年12月15日
業株式会社 たばこ ４月30日まで生まれの

調査」の対象者抽出の
事業本部マーケティ 男女

ため
ング戦略部長
中込 敬介

葛川１番地以降（18
「平成27年度国語に関

一般社団法人中央調 件） 満16歳以上（平
する世論調査」実施の 平成28年１月13日

査社 会長 西澤 豊 成12年１月31日まで生
ための対象者抽出

まれ）の日本人男女

株式会社日本リサー
チセンター 代表取 徳泉、梅橋、原川及び

「食生活に関する世論
締役社長 鈴木 稲博 篠場 16歳以上の男女

調査2016」の対象者抽 平成28年１月28日
委託 ＮＨＫ放送文 （平成11年12月31日生

出のため
化研究所 世論調査 まれまで） 12名
部長 重森 万紀

小鷹町１番地以降（19
「宝くじに関する世論

一般社団法人中央調 件） 満18歳以上（平
調査」実施のための対 平成28年２月18日

査社 会長 西澤 豊 成10年３月31日まで生
象者抽出

まれ）の日本人男女


