令和3年度住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（令和３年４月１日〜令和４年３月３1日）
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条の規定に基づき公表いたします。
閲覧の目的
№
閲覧日
法人の名称及び代表者名
委託者
（下記調査にかかる対象者抽出のため）
株式会社 インテージリサーチ
1 令和3年5月13日
国土交通省 観光庁
旅行・観光消費動向調査
代表取締役社長 小田切 俊夫
株式会社 日本リサーチセンター
2 令和3年5月19日
公益財団法人 笹川スポーツ財団
子ども・青少年のスポーツライフに関する調査
代表取締役社長 杉原 領治
株式会社 日本リサーチセンター
日本銀行
生活意識に関するアンケート調査
3 令和3年5月19日
代表取締役社長 杉原 領治

4

令和3年5月24日

5

令和3年5月28日

6

令和3年5月28日

7

令和3年5月31日

8

令和3年6月7日

9

令和3年6月8日

10

令和3年6月10日

株式会社 タイム・エージェント
埼玉営業所長 鎌田 孝次

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久
株式会社 ナレッジ・マネジメント・ケア研究
所
代表取締役 佐藤廣志
株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治
一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

閲覧に係る住民の範囲

抽出数

大字辻

85

芝塚原２丁目、芝西１丁目

29

幸町２丁目、幸町３丁目

15

403

埼玉県企画財政部計画調整課

令和3年度県民満足度調査

鳩ケ谷緑町２丁目、元郷５丁目、栄町
３丁目、西川口３丁目、上青木西２丁
目、上青木４丁目、芝中田２丁目、大
字芝、大字源左衛門新田、戸塚３丁
目、安行出羽５丁目、大字安行原、本
蓮１丁目

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）

江戸袋１丁目

17

株式会社 野村総合研究所

テレビ視聴に関する調査

上青木西２丁目

14

総務省統計局

家計消費状況調査

埼玉県警察本部警務部警務課

埼玉県警察県民意識調査

厚生労働省大臣官房参事官

自殺対策に関する意識調査

大字安行領家

20

内閣府大臣官房政府広報室

道路に関する世論調査
（附帯調査：農業遺産）

安行領根岸、本町４丁目

34

403

480

本町４丁目、前川２丁目、安行出羽4
〜5丁目、大字赤山
中青木１丁目、領家３丁目、栄町３丁
目、南鳩ケ谷４丁目、本町１丁目、川
口６丁目

200
368

11

令和3年6月15日

株式会社 サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤 士朗

埼玉県県民生活部県民広聴課

令和3年度埼玉県政世論調査

朝日２丁目、東領家３丁目、本町３丁
目、飯塚４丁目、並木１丁目、青木５
丁目、大字安行領根岸、芝中田２丁
目、大字小谷場、大字石神、戸塚３丁
目、大字赤山、榛松３丁目

12

令和3年6月16日

株式会社 タイム・エージェント
埼玉営業所長 鎌田 孝次

埼玉県県民生活部青少年課

令和3年度埼玉青少年の意識と行動調査

南町１・２丁目、上青木４〜６丁目、弥
平１〜４丁目、本蓮１〜４丁目、芝１・
２丁目、安行出羽１〜５丁目、差間１・
２丁目、南鳩ケ谷４〜５丁目

13

令和3年6月18日

株式会社 野村総合研究所

第9回 日常生活に関するアンケート調査

前川３丁目、差間３丁目

78

14

令和3年6月22日

株式会社 朝日新聞社

新聞およびｗｅｂ利用に関する総合調査
（くらしと情報についてのおたずね）

川口５丁目、差間１丁目、大字安行
藤八

75

一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦

№

閲覧日

15

令和3年6月25日

16

令和3年7月28日

17

令和3年8月5日

18

令和3年8月10日

19

令和3年8月10日

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

令和3年8月11日

一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦
株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治
株式会社 サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤 士朗

一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久
一般社団法人 中央調査社
令和3年8月19日
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
令和3年8月24日
会長 境 克彦
株式会社 日本リサーチセンター
令和3年9月1日
代表取締役社長 杉原 領治
株式会社 日本リサーチセンター
令和3年9月1日
代表取締役社長 杉原 領治
一般社団法人 新情報センター
令和3年9月2日
事務局長 山本 恭久
一般社団法人 中央調査社
令和3年9月2日
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
令和3年9月14日
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
令和3年9月21日
会長 境 克彦
一般社団法人 中央調査社
令和3年9月24日
会長 境 克彦
一般社団法人 新情報センター
令和3年10月8日
事務局長 山本 恭久
一般社団法人 新情報センター
令和3年10月12日
事務局長 山本 恭久
一般社団法人中央調査社
令和3年10月12日
会長 境 克彦
一般社団法人 新情報センター
令和3年10月15日
事務局長 山本 恭久
令和3年8月16日

閲覧の目的
（下記調査にかかる対象者抽出のため）
受信契約状況実態調査
（テレビ放送に関するアンケート）

青木１丁目、大字小谷場、芝中田１
丁目

40

ＮＨＫ放送文化研究所

メディア利用の生活時間調査2021

芝下２丁目、戸塚１丁目

24

ＮＨＫ放送文化研究所

2021年9月オリンピック・パラリンピックに関する調査 大字赤山

12

内閣府大臣官房政府広報室

移植医療に関する世論調査

川口４丁目

17

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

第8回 勤労生活に関する調査

大字安行吉蔵

200

青木１丁目、弥平１丁目、金山町、飯
塚１丁目、西川口３丁目、中青木３丁
目、大字西新井宿、芝１丁目、芝塚原
１丁目、大字神戸、東川口２丁目、大
字安行、大字峯、三ツ和１丁目

280

法人の名称及び代表者名

委託者
ＮＨＫ放送文化研究所

埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援
商店街経営実態調査
課

閲覧に係る住民の範囲

抽出数

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
柳根町
査

29

内閣府大臣官房政府広報室

国民生活に関する世論調査

八幡木３丁目、前上町

34

ＮＨＫ放送文化研究所

全国メディア意識世論調査
（メディア利用についておたずねする調査）

西川口４丁目、大字安行吉蔵

24

学校法人 立教学院

21世紀の消費とくらしに関する調査

日本銀行

生活意識に関するアンケート調査

内閣府政策統括官

青少年のインターネット利用環境実態調査

大字石神

20

内閣府大臣官房政府広報室

外交に関する世論調査
（附帯調査：地下水）

大字源左衛門新田

17

ＮＨＫ放送文化研究所

健康・医療に関する国際比較調査

大字安行慈林

12

ＮＨＫ放送文化研究所

新型コロナウイルス感染症に関する世論調査

末広１丁目

12

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

領家３丁目、朝日３丁目

30

総務省統計局

家計消費状況調査

栄町１丁目、幸町２・３丁目、芝下２丁
目、桜町１丁目

内閣官房孤独・孤立対策担当室

孤独・孤立の実態把握のための全国調査
（人々のつながりに関する基礎調査）

朝日３丁目、芝西２丁目

50

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

安行出羽３丁目

20

消費者庁

消費者意識基本調査

領家１丁目、北園町

50

領家１丁目、東領家３丁目、大字安
行北谷
大字赤芝新田、大字赤山、芝東町、
芝宮根町

60
30

200

№

閲覧日

35

令和3年10月15日

36

令和3年10月15日

37

令和3年10月29日

38

令和3年11月4日

39

令和3年11月5日

40

令和3年11月8日

41

令和3年11月16日

42

令和3年11月18日

43

令和3年11月25日

44

令和3年11月25日

45

令和3年12月9日

46

令和3年12月21日

47

令和4年1月7日

48

令和4年1月24日

49

令和4年1月31日

50

令和4年2月1日

51

令和4年2月8日

52

令和4年2月9日

53

令和4年2月18日

54

令和4年3月9日

55

令和4年3月25日

法人の名称及び代表者名
一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久
一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久
一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦
株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 小田切 俊夫
一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久
株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治
株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治
一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦
一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久
株式会社サーベイリサーチセンター
代表取締役 藤澤 士朗
一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治
株式会社 エーフォース
代表取締役 福水 隆介
一般社団法人中央調査社
会長 境 克彦
株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治
一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久

委託者

閲覧の目的
（下記調査にかかる対象者抽出のため）

閲覧に係る住民の範囲

抽出数

農林水産省消費・安全局

食育に関する意識調査

上青木西４丁目

24

国立大学法人 お茶の水女子大学

ゲーム障害（依存）に関する全国標準サンプリング
調査

大字木曽呂

30

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

芝樋ノ爪２丁目、西川口３丁目

32

環境省地球環境局

家庭部門のＣＯ２排出実態統計調査

領家４丁目

60

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）

末広２丁目

18

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 前川町３・４丁目、前川３丁目、本前
査
川３丁目

20

日本銀行

生活意識に関するアンケート調査

大字新井宿、新井町、大字里

29

本町３丁目

17

並木１丁目、柳崎２丁目

30

内閣府大臣官房政府広報室
大阪商業大学

社会意識に関する世論調査
（附帯調査：治安）
健康と暮らしについての調査
（ＪＧＳＳ-2022Ｈ）

株式会社 野村総合研究所

テレビ視聴に関する調査

栄町１丁目

14

ＮＨＫ放送文化研究所

復帰50年の沖縄に関する意識調査

芝富士２丁目

12

文化庁

国語に関する世論調査

朝日１丁目、榛松３丁目

35

国土交通省総合政策局交通政策課

大都市交通センサス大都市圏住民調査

川口市全域

74

国立大学法人 東京大学

暮らしと仕事に関する全国オンライン調査2022春

本町4丁目

44

総務省統計局

家計消費状況調査

川口２・３丁目、芝２丁目、芝中田１・
２丁目、桜町３・４丁目

200

一般財団法人 日本宝くじ協会

宝くじに関する世論調査

江戸３丁目、大字木曽呂、芝東町

57

日本銀行

生活意識に関するアンケート調査

大字伊刈

15

国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 土地問題に関する国民の意識調査

西川口１丁目

15

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

安行出羽４丁目

36

ＮＨＫ放送文化研究所

2022年度 全国個人視聴率調査

桜町２丁目

15

ＮＨＫ放送文化研究所

幼児視聴率調査

栄町２丁目、戸塚６丁目、戸塚東１丁
目

20

