
住民基本台帳の閲覧状況 【対象期間】
令和元年 11月 1日～令和 2年 10月 31日

住民基本台帳の閲覧実施状況をお知らせします。 問 市民課市民窓口係　☎ 575-0205

閲覧者（受託者） 委託者 閲覧目的 閲覧日 閲覧した範囲

（一社）新情報センター 総務省 家計消費状況調査 R1.11.5 【保原町上保原、保原町大柳、梁川町大関】16 歳以
上（H15.4.1 以前に出生）の男女 98 人

（一社）中央調査社 内閣府 2020 年東京オリンピック・パ
ラリンピックに関する世論調査 R1.11.8

【箱崎字上川原、字原前、字原、字大舘、字梁下一】
満 18 歳以上（H13.11.30 以前に出生）の日本人の男
女 14 人

（一社）新情報センター 福島県立医科大学 過去の体験と現在の活動の
実態調査 R1.11.14 【梁川町字南本町】満 20 歳以上 80 歳未満（S14.11.1

～ H11.10.31 生まれ）の日本人の男女 40 人

自衛隊福島地方協力本部 自衛官の募集に伴う広報 R1.11.19
～ 11.20

H14.4.2 ～ H15.4.1 生まれの男女
H17.4.2 ～ H18.4.1 生まれの男子 813 人

（一社）新情報センター 福島県立医科大学 こころの健康と甲状腺検査に
関するアンケート R1.12.3

【霊山町掛田字中町、字西裏、字新町】16 歳～ 20
歳（H11.1.1 ～ H15.12.31 生まれ）26 歳～ 30 歳

（S64.1.1 ～ H5.12.31 生まれ）の男女 50 人

（一社）新情報センター 福島県立医科大学 健康と情報についての調査 R1.12.3
【保原町二井田字形辺、字前原、字南】満 20 歳以上
80 歳未満（S15.1.1 ～ H11.12.31 生まれ）の男女
31 人

（一社）中央調査社 内閣府 高齢者の経済生活に関する
調査 R1.12.5

【伏黒字観音前、字北屋敷、字南屋敷、字西平、字東
平、字上ケ戸、字堤下、字平前、字舘ノ内】60 歳以
上（S34.1.1 以前に出生）の日本人の男女 20 人

（一社）中央調査社 NHK 報道局 日本とアメリカに関する
世論調査 R1.12.5 【 保 原 町 字 赤 橋、 字 宮 下、 字 城 ノ 内 】18 歳 以 上

（H141.31 以前に出生）の日本人の男女 12 人

（一社）新情報センター 総務省 家計消費状況調査 R2.2.12 【梁川町新田、霊山町掛田】18 歳以上（H15.4.1 以
前に出生）の日本人の男女 90 人

（株）日本リサーチセンター 金融広報中央委員
会 家計の金融行動に関する調査 R2.2.27 【保原町二井田、保原町大泉】20 歳以上（H12.5.31

以前に出生）の男女 16 人

（一社）新情報センター 総務省 家計消費状況調査 R2.6.12 【梁川町二野袋、梁川町東大枝】16 歳以上（H16.4.1
以前に出生）の男女 100 人

（一社）中央調査社 （株）朝日新聞社 新聞および Web 利用に関す
る総合調査 R2.6.19

【梁川町新田字町通、字屋敷通、字台、陽光台 4 ～ 5】
満 15 歳以上（H17.8.31 以前に出生）の日本人の男
女 23 人

（株）サーベイリサーチ
センター東北事務所 福島県 県民の生涯学習意識調査 R2.6.25 【馬場口、保原町二井田、梁川町字八筋、字天神町、霊

山町上小国】満 18 歳以上満 80 歳未満の男女 65 人

（株）IT スクエア 福島県 福島県政世論調査 R2.6.30 【梁川町、霊山町掛田】満 15 歳以上の男女 40 人

（株）日本リサーチセンター NHK 放送文化研究
所 2020 年国民生活時間調査 R2.8.12

【保原町大立目、保原町中瀬、保原町二井田、梁川町
向川原】10 歳以上（H22.12.31 以前に出生）の男
女 24 人

（一社）中央調査社 （公財）新聞通信調
査会

第 13 回メディアに関する
全国世論調査 R2.9.1 【保原町字宮下、字城ノ内】満 18 歳以上（H14.9.30

以前に出生）の日本人の男女 20 人

（一社）中央調査社 内閣府 薬局の利用に関する世論調査 R2.9.1 【保原町字十二丁目、字栄町、字古町】満 18 歳以上
（H14.9.30 以前に出生）の日本人の男女 14 人

（一社）新情報センター NHK 放送文化研究
所 復興に関する意識調査 R2.9.16

【保原町字城ノ内、字太田中、字舟橋、字八丁目、字
九丁目、字十丁目、字鉄砲町、保原町富沢】18 歳以
上（H16.9.30 以前に出生）の男女 24 人

（株）日本リサーチセンター NHK 放送文化研究
所

コロナ時代のテレビの
価値調査 R2.9.17 【前川原、中畑、広前、右城、長岡、宮前】13 歳以

上（H19.10.31 以前に出生）の男女 12 人

（一社）中央調査社 内閣府 地域社会の暮らしに関する
世論調査 R2.10.6 【保原町大柳】18 歳以上（H14.9.30 以前に出生）の

男女 12 人

（一社）新情報センター 総務省 家計消費状況調査 R2.10.9 【梁川町舟生、梁川町山舟生】16 歳以上（H16.4.1
以前に出生）の男女 50 人
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