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一般社団法人　中央調査社
【委託元】一般財団法人　ゆうちょ財団

「第5回くらしと生活設計に関する
調査」の対象者抽出

令和3年10月14日
豊川町3丁目
満20歳以上（平成13年10月末日生まれまで）の日
本人男女　20名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】内閣府大臣官房政府広報室

「離婚と子育てに関する世論調
査」の対象者抽出

令和3年9月30日
日新町4丁目
18歳以上の日本人男女
12名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】NHK放送文化研究所　世論調
査部

「新型コロナウイルス感染症に関
する世論調査」の対象者抽出

令和3年9月22日
川沿町3丁目
18歳以上（平成15年10月末日生まれまで）の男女
12名

防衛省自衛隊札幌地方協力本部
苫小牧出張所

陸上自衛隊高等工科学校の生徒
に関する募集のため

令和3年9月22日

市内全域
平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれの日本
人男子
777名

一般社団法人　新情報センター
【委託元】国立研究開発法人　国立精神・
神経医療研究センター

「第１４回飲酒・喫煙・くすりの使用
についての全国調査」の対象者
抽出

令和3年8月4日
明野元町１丁目
１５歳～６４歳の男女２２名

（株）日本リサーチセンター
【委託元】日本銀行　情報サービス局

「生活意識に関するアンケート調
査」（第88回）の対象者抽出

令和3年9月2日
明野新町5～6丁目
20歳以上（平成13年10月31日生まれまで）の男女
15名

昇寿チャート株式会社
【委託元】北海道総合政策部知事室広報
広聴課

「令和３年度道民意識調査」の対
象者抽出

令和3年7月30日
末広町１丁目、澄川町４丁目、青雲町２丁目、高砂
町２丁目、東開町５丁目
１８歳以上の男女５０名

昇寿チャート株式会社
【委託元】北海道総合政策部地域創生局
地域戦略課

「北海道の人口減少などに関する
意識調査」の対象者抽出

令和3年7月30日
明野元町２丁目、音羽町１丁目、柏木町５丁目、栄
町２丁目、しらかば町４丁目
１８歳以上の男女５０名

(株)日本リサーチセンター
【委託元】NHK放送文化研究所

「メディア利用の生活時間調査２０
２１」の対象者抽出

令和3年7月27日
桜坂町２丁目
１０歳以上の男女１２名

一般社団法人中央調査社
【委託元】朝日新聞社

「２０２１年新聞およびWeb利用に
関する総合調査」のための対象者
抽出

令和3年7月13日
美園町４丁目
１５歳以上の男女２３名

一般社団法人中央調査社
【委託元】NHK放送文化研究所

「２０２１年９月東京オリンピック・
パラリンピックに関する調査」実施
のための対象者抽出

令和3年7月21日
柏木町１丁目
２０歳以上の男女１２名

一般社団法人中央調査社
【委託元】公益財団法人新聞通信調査会

「第１４回メディアに関する全国世
論調査」の対象者抽出

令和3年7月1日
沼ノ端中央６丁目
１８歳以上の男女２０名

一般社団法人中央調査社
【委託元】NHK営業局計画管理部

「受信契約状況実態調査（テレビ
放送に関するアンケート）」の対象
者抽出

令和3年7月1日
春日町１丁目
１８歳以上の男女２０名

 苫小牧市上下水道部水道整備課
行政区域内における水道利用者
及び未利用者の調査及び給水人
口把握のため

令和３年５月１１日
～令和３年５月１３

日

字美沢、字植苗、字樽前、字高丘、字錦岡、字糸
井、　　北光町、弥生町、白金町、王子町、表町
８３７名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】内閣府大臣官房政府広報室

「農山漁村に関する世論調査」
（附帯調査：行政相談に関する世
論調査）の対象者抽出

令和3年5月27日
東開町１丁目１１,１８,１９番
１８歳以上の男女１０名

株式会社インテージリサーチ
【委託元】国土交通省観光庁観光戦略課
観光統計調査室

２１年度「旅行・観光消費動向調
査」
（一般統計調査）の対象者抽出

令和3年5月7日
澄川町５・６丁目
８５名

防衛省自衛隊
札幌地方協力本部
苫小牧出張所

自衛官に関する募集のため 令和3年4月14日

市内全域
平成15年4月2日～平成16年4月1日生まれの日本
人男女
1532名

　住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 （令和3年度）
　住民基本台帳法第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧およ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。

業者名 閲覧事由の概要 閲覧年月日 閲覧した住民の範囲

昇寿チャート株式会社
【委託元】北海道総合政策部政策局

「北海道総合計画の見直しに係る
道民意向調査」の対象者抽出

令和3年4月23日
明野新町4丁目・宮の森2丁目・ウトナイ南7丁目・永
福町2丁目・桜坂町2丁目の１８歳以上
50名
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（株）日本リサーチセンター
【委託元】NHK放送文化研究所　世論調
査部

「2022年度全国個人視聴率調査」
の対象者抽出

令和4年3月15日
字高丘
7歳以上（平成27年12月31日生まれまで）の男女
15名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】公益財団法人　生命保険文化
センター

「2022年度生活保障に関する調
査」の対象者抽出

令和4年3月3日
光洋町
18～79歳の日本人の男女
36名

（株）日本リサーチセンター
【委託元】日本銀行　情報サービス局

「生活意識に関するアンケート調
査」（第90回）の対象者抽出

令和4年3月15日
字高丘、高砂町1～2丁目
20歳以上（平成14年4月30日生まれまで）の男女
15名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】一般財団法人　日本宝くじ協会

「宝くじに関する世論調査」の対象
者抽出

令和4年2月16日

拓勇東町7丁目
18歳以上（平成16年3月末日まで生まれ）の日本人
の男女
18名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】慶應義塾大学

「新たな時代における子どもの学
びと育ちについての全国調査」の
対象者抽出

令和4年1月28日

大成町1丁目
3歳以上13歳以下（平成20年4月2日から平成30年4
月1日まで生まれ）の日本人男女
30名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】文化庁国語課

「令和3年度国語に関する世論調
査」の対象者抽出

令和3年12月3日

三光町3丁目
16歳以上（平成17年12月末日まで生まれ）の日本
人の男女
14名

株式会社　サーベイリサーチセンター
【委託元】東京大学　社会科学研究所

「暮らしと仕事に関する全国オンラ
イン調査2022春」の対象者抽出

令和4年1月25日

元中野町3丁目
昭和56年1月1日から平成12年12月31日生まれの
男女
44名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】大阪商業大学

「健康と暮らしについての調査」の
対象者抽出

令和3年11月25日
字糸井
令和3年12月31日時点で満20歳以上89歳以下の男
女　16名

（株）日本リサーチセンター
【委託元】内閣府政策統括官

「高齢者の日常生活・地域社会へ
の参加に関する調査」の対象者
抽出

令和3年11月26日
しらかば町6丁目
60歳以上（昭和36年11月1日生まれまで）の男女
20名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】内閣府大臣官房政府広報室

「家族の法制に関する世論調査」
の対象者抽出

令和3年11月11日

のぞみ町2丁目
満18歳以上（平成15年11月末日まで生まれ）の日
本人の男女
11名

一般社団法人　新情報センター
【委託元】内閣府大臣官房政府広報室

社会意識に関する世論調査（試
験調査）の対象者抽出

令和3年11月19日
豊川町２丁目2
平成15年11月30日以前に出生の男女
10名

一般社団法人　中央調査社
【委託元】学校法人　中央大学

「メディアの利用と意識に関する
調査」の対象者抽出

令和3年10月28日

音羽町2丁目
12歳以上69歳以下（昭和26年12月1日～平成2１年
11月30日生まれ）の男女
8名

株式会社　インテージリサーチ
【委託元】環境省　地球環境局

「令和4年度家庭部門のCO2排出
実態統計調査」の対象者抽出

令和3年10月29日
緑町1丁目
昭和7年4月2日～平成14年4月1日生まれの男女
60名

一般社団法人　新情報センター
【委託元】内閣府　経済社会総合研究所

「消費動向調査」の対象者抽出 令和3年10月26日
啓北町1丁目、松風町、美山町3～4丁目
１６歳以上の日本人男女
72名

一般社団法人　新情報センター
【委託元】農林水産省　消費・安全局

「令和3年度食育に関する意識調
査」の対象者抽出

令和3年10月27日
三光町3丁目7
令和3年10月31日現在、20歳以上の日本人男女
17名

防衛省自衛隊札幌地方協力本部 自衛官に関する募集のため 令和3年10月15日

市内全域
平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの日本
人男女
1326名


