
住民基本台帳の閲覧実施状況をお知らせします。

閲覧者（受託者） 委託者 閲覧目的 閲覧年月日 閲覧した範囲
（株）RJC リサーチ 内閣府 成年年齢の引下げに関する世論調査 H30.11.1 【保原町大泉】16 ～ 22 歳、40 ～ 59 歳　22 人

自衛隊福島地方協力本部 自衛官の募集に伴う広報 H30.11.6
～ 11.7

H13.4.2 ～ H14.4.1 生まれの男女
H16.4.2 ～ H17.4.1 生まれの男　901 人

（一社）中央調査社 （株）野村総合研究所 テレビ視聴に関する調査 H30.11.2 【保原町上保原字内山台】16 歳以上の日本人男女
14 人

（一社）中央調査社 国土交通省 平成 30 年度土地問題に関する
国民の意識調査 H30.11.27 【箱崎字沖、布川】満 20 歳以上の日本人男女 14 人

（一社）中央調査社 内閣府 社会意識に関する世論調査 H30.12.5 【伏黒字南屋敷、舘ノ内、北屋敷】満 18 歳以上
の日本人男女 30 人

（一社）中央調査社 文化庁 平成 30 年度国語に関する世論調査 H31.1.23 【保原町大柳字高橋、新高橋、向原、向山】満 16
歳以上の日本人男女 17 人

（一社）中央調査社 （一社）日本宝くじ協会 宝くじに関する世論調査 H31.2.5 【梁川町粟野字堂内 30 番地～、作田、鞘戸】満
18 歳以上の日本人男女 23 人

（一社）中央調査社 （公財）生命保険文化
センター 2019 年度生活保障に関する調査 H31.2.5 【霊山町掛田字西裏、北町、中町、岡、新町、金子町】 

満 18 歳以上 69 歳以下の日本人男女 30 人

（一社）新情報センター 総務省 家計消費状況調査 H31.2.13 【梁川町】16 歳以上の男女個人
2003.4.1 以前に出生の男女 50 人

（株）インテージリサーチ 国土交通省 2019 年度旅行・観光消費動向調査 R1.5.29
【梁川町舟生字堂前、柏原、寺下、山岸、大石、新田、
五十沢字羽山下、峯、田中前、株木、舘、新地、
青ケ作】85 人

（株）サーベイリサーチ
センター 福島県 県民の運動・スポーツに関する

実態調査 R1.5.30
【箱崎、梁川町粟野、山舟生、東大枝、保原町上保原、
柱沢、大田、霊山町掛田】満 20 歳以上 80 歳未
満の男女 104 人

（株）毎日新聞社 第 73 回読書世論調査 R1.6.5 【保原町】　男女 12 人

（一社）新情報センター 総務省 家計消費状況調査 R1.6.12
【梁川町字南町頭、菖蒲沢、桜岳、清水町、元陣内、
八筋、田町、御八郎、栄町】16 歳以上の男女個人、
2003.4.1 以前に出生の男女 100 人

（株）日本リサーチセンター （独）労働政策研究・
研修機構 60 代の雇用・生活調査 R1.6.26 【箱崎、伏黒】60 ～ 69 歳の男女 21 人

福島県 令和元年国民健康・栄養調査 R1.6.28 【月舘町糠田】1 歳以上の男女 25 人

MOGコンサルタント（株） 福島県 福島県政世論調査 R1.7.3 【梁川町、保原町】満 15 歳以上の男女 40 人

（一社）中央調査社 （株）朝日新聞社 2019 年新聞および Web 利用に
関する総合調査 R1.7.5 【月舘町月舘字町、町畑】満 15 歳以上の日本人

男女 23 人

福島県 2019 年全国家計構造調査 R1.7.11
～ 7.19

【馬場口、北後、舘ノ内、長岡、広前、宮前、坂ノ上、
雪車町、水抜、川原田、一本杉、荒町、北畑、中
畑、岡前、保原町字宮下、六丁目、七丁目、八丁
目、九丁目、弥生町】1,717 人

（一社）中央調査社 内閣府
環境問題に関する世論調査（附帯：
薬が効かない感染症に関する世論
調査）

R1.7.18
【梁川町大関字山ノ口、笠石前、鹿子、石丸、寺脇、
里クキ、棚塚、上ノ台、鹿ノ下】18 歳以上の日
本人男女 14 人

（一社）中央調査社 NHK 放送文化研究所 災害に関する意識調査 R1.8.8 【保原町所沢】16 歳以上の日本人男女 12 人

（一社）中央調査社 内閣府 森林と生活に関する世論調査（附
帯：竹島に関する世論調査） R1.8.30 【保原町柱田字宮ノ内、台、兎山、保原町字八幡台】

満 18 歳以上の日本人男女 14 人

福島県 福島県外国人住民アンケート調査 R1.9.10 【市内全域】20 歳以上の外国人　100 人

（一社）中央調査社 内閣府 外交に関する世論調査（附帯：尖
閣諸島に関する世論調査） R1.9.12 【保原町字中瀬町、清水町、川端、小蓋、西ノ内】 

満 18 歳以上の日本人男女 14 人

（株）インテージリサーチ 国立保健医療科学院 健康に関するアンケート調査 R1.9.18
【下志和田、中志和田、上志和田、中道、久根妻、
南堀、本町、舘ノ内、根岸】16 歳以上～ 89 歳
以下の人 130 人

（株）日本リサーチセンター （一財）ゆうちょ財団 第 4 回くらしと生活設計に関する
調査 R1.10.23 【霊山町掛田】20 歳以上の男女 20 人

（株）IT スクエア 福島県 男女共同参画・女性の活躍促進等
に関する県民意識調査 R1.10.24 【伊達、梁川町粟野、保原町上保原】満 20 歳以

上 60 歳未満の男女 60 人

（一社）中央調査社 国土交通省 土地問題に関する国民の意識調査 R1.10.25 【上台、瀬戸場、柳内、篭田】満 20 歳以上の日
本人男女 14 人

住民基本台帳の閲覧状況
問 市民課市民窓口係　☎ 575-0205

【対象期間】
平成 30年 11月 1日～令和元年 10月 31日
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