
 

令和 2 年度 住民基本台帳閲覧内訳 

 
閲覧者氏名（法人の場合は名称

及び代表者または管理人） 
請求事由の概要 閲覧年月日 閲覧した住民の範囲 

１ 

 

株式会社エスピー研 

代表取締役 安良岡洋介 

栃木県実施の「令和 2(2020)年度栃木県政

世論調査」対象者抽出のため 
5月 21日 

城内町 1 丁目、祝町、境町、大宮町、

大森町、大平町富田、大平町新、藤岡町

藤岡、都賀町合戦場、岩舟町静  

計 150 件 

２ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室真生 

「テレビ視聴に関する調査」の実施のため

の対象者抽出 
5月 27日 大平町榎本 14 件 

３ 
株式会社 インテージリサーチ 

代表取締役社長 井上孝志 

2020年度「旅行・観光消費動向調査」 

(一般統計調査)対象者抽出のため 
6月 16日  大平町富田 85 件 

４ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室真生 

「2020 年 新聞及び Web 利用に関する総

合調査」実施のための対象者抽出 
6月 23日 都賀町合戦場 23 件 

５ 栃木刑務所 特別定額給付金給付に係る調査のため 7月 2日 惣社町 2484 番地 16 件 

６ 
一般社団法人 輿論科学協会 

理事長 井田潤治 

総務省が毎年実施する通信利用動向調査

の標本抽出を行うため 
7月 15日 

旭町、今泉町 1 丁目、大塚町、西方町

金崎 計 172 件 

７ 栃木刑務所 特別定額給付金給付に係る調査のため 8月 4日 惣社町 2484 番地 3 件 

８ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「メディアがどのように利用されている

かをおたずねする調査」実施のための対

象者抽出 

8月 20日 西方町本郷 12 件 



９ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「環境に関する国際比較調査」実施のため

の対象者抽出 
8月 20日 岩舟町新里 12 件 

10 
株式会社 RJCリサーチ 

代表取締役 守住邦明 

独立行政法人国立病院機構久里浜医療セ

ンターが実施する調査「ギャンブル等依存

症実態把握調査」での対象者抽出のため 

8月 25日 梓町、尻内町 計 60件 

11 
株式会社 日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木稲博 

「2020 年国民生活時間調査」の対象者抽

出のため 
8月 27日 藤岡町藤岡 24件 

12 
株式会社 日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木稲博 

「生活意識に関するアンケート調査」（第

84回）の対象者抽出のため 
8月 27日 今泉町 1 丁目 15 件 

13 栃木刑務所 特別定額給付金給付に係る調査のため 9月 3日 惣社町 2484 番地 12 件 

14 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「薬局の利用に関する世論調査」の実施の

ための対象者抽出 
9月 9日 柳橋町 17 件 

15 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「公共交通機関利用時の配慮に関する世

論調査（附帯調査：情報通信機器の利活

用）」の実施のための対象者抽出 

9月 9日 西方町金崎 17 件 

16 
株式会社 RJCリサーチ 

代表取締役 守住邦明 

独立行政法人国立病院機構久里浜医療セ

ンターが実施する調査「ギャンブル等依存

症実態把握調査」での対象者抽出のため 

9月 17日 尻内町 31 件 

17 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「第 13 回メディアに関する全国世論調

査」の実施のための対象者抽出 
10月 2日 片柳町 1 丁目 20 件 



18 栃木刑務所 特別定額給付金給付に係る調査のため 10月 6日 惣社町 2484 番地 3 件 

19 
株式会社 日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木稲博 

「青少年のインターネット利用環境実態

調査」の対象者抽出のため 
10月 13日 城内町 2 丁目 20 件 

20 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 山本恭久 

令和 2 年度消費者意識基本調査の対象者

名簿作成のため 
10月 22日 箱森町 25 件 

21 栃木刑務所 特別定額給付金給付に係る調査のため 10月 30日 惣社町 0 件 

22 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「令和 2年度 食育に関する意識調査」の

実施のための対象者抽出 
11月 5日 神田町 26 件 

23 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「令和 2 年度男女間における暴力に関す

る調査」の実施のための対象者抽出 
11月 5日 藤岡町赤麻 27 件 

24 
株式会社 フルキャスト 

宇都宮営業課 小山幸大 

「人権に関する県民意識調査」のための対

象者抽出 
11月 17日 

平柳町 1 丁目、入舟町、河合町、柳橋

町、片柳町 2 丁目、片柳町 5 丁目、大

町、城内町 2 丁目、川原田町、大平町

上高島、大平町富田、藤岡町藤岡、都賀

町家中、西方町元、岩舟町和泉  

計 240 件 

25 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「健康と暮らしについての調査」実施のた

めの対象者抽出 
11月 27日 大平町下皆川 15 件 

26 
株式会社 日本リサーチセンター 

代表取締役社長 鈴木稲博 

「第 9 回 高齢者の生活と意識に関する

国際比較調査」の対象者抽出のため 
12月 3日 薗部町 1 丁目、薗部町 2 丁目 25 件 



27 
株式会社 中外 

代表取締役 阪倉敦 

総務省「令和 2年度電波利用環境に関する

意識調査」における郵送アンケート対象者

抽出のため 

12月 4日 本町 47 件 

28 
株式会社 フルキャスト 

宇都宮営業課 小山幸大 

「人権に関する県民意識調査」のための 

対象者抽出 
12月 10日 

平柳町 1 丁目、入舟町、河合町、柳橋

町、片柳町 2 丁目、片柳町 5 丁目、大

町、城内町 2 丁目、川原田町、大平町

上高島、大平町富田、藤岡町藤岡、都賀

町 家 中 、 西 方 町 元 、 岩 舟 町 和 泉    

計 141 件 

29 
防衛省自衛隊栃木地方協力本部 

小山地域事務所 

自衛官及び自衛官候補生に関する募集事

務に利用するため 

3月 9日 

3月 10日 

栃木市全般 平成 15 年 4 月 2 日から平

成 16 年 4 月 1 日までの間に生まれた者

（男子のみ）計 709 件 

30 
一般社団法人 中央調査社 

会長 境克彦 

「2021 年全国放送サービス接触動向調

査」実施のための対象者抽出 
3月 17日 大平町富田 12 件 

31     

32     

33     

34     

35     



 

 

 


