
平成２７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 

防衛省自衛隊栃木地方協力本部 

小山地域事務所 自衛官募集に係る適齢者の調査等 ４月２１日 

全地域 平成９年 4 月 2 日から平成１

０年４月１日までの間に生まれた者（男

子のみ） 

２ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

２０１５年６月全国放送サービス接

触動向調査 

委託者（ＮＨＫ放送文化研究所） 

４月２２日 
大平町富田  

７歳以上 日本人の男女 １２件 

３ 
株式会社 エスピー研 

代表取締役 安良岡 洋介 

平成２７年度栃木県政世論調査 

委託者（栃木県） 
５月１日 

倭町、薗部町１丁目、城内２丁目、大宮

町、大皆川町、新井町、大平町榎本、大

平町真弓、藤岡町新波、西方町金崎、岩

舟町小野寺 １６５件 

４ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

テレビ視聴に関する調査 

委託者（株式会社 野村総合研究所） 
５月２０日 大宮町 １４件 

５ 
株式会社 インテリサーチ 

代表取締役社長 井上 孝志 

平成２７年度 旅行・観光・消費動

向調査 

委託者（国土交通省観光庁） 

５月２１日 富士見町、境町 ８５名 

６ 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

国民生活に関する世論調査 

委託者（内閣府大臣官房政府広報室） 
６月３日 大平町西野田 ３１件 

７ 

株式会社 日本リサーチサンタ

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 ６月４日 
今泉町１丁目  ２０歳以上の男女  

１５名 

８ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

日常生活に関するアンケート 

委託者（株式会社 野村総合研究所） 
６月２３日 惣社町 ３９件 

９ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

第８回メディアに関する全国世論調査 

委託者（公益財団法人 新聞通信調
６月２６日 大平町富田 ２１件 



査会） 

10 

株式会社 日本リサーチサンタ

ー 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

2015年国民生活時間調査 8月１１日 

大平町榎本、大平町西野田  

１０歳以上の男女（平成１７年１２月３

１日生まれまで） ３６件 

11 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

国土形成計画の推進に関する世論調

査 
8月１２日 箱森町３８～ 15件 

12 

株式会社 日本リサーチサンタ

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 ８月２５日 

大平町真弓  

２０歳以上の男女（平成７年１０月３１

日） １５名 

13 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

メディアの接触と評価に関する調査

（メディアについてのおたずね） 
１０月１日 城内町 ２１件 

14 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 
１８歳選挙権に関する若者意識調査 １０月１日 岩舟静 １２件 

15 

株式会社 日本リサーチサンタ

ー 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

高齢者の生活と意識に関する国際比

較調査 
１０月６日 沼和田町 ２１件 

16 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 
食育に関する意識調査 １０月２１日 大平町伯仲 １６件 

17 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 
消費者意識基本調査 １０月２１日 薗部町４丁目３～ ２５件 

18 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

教育・生涯学習に関する世論調査（附

帯調査：時事問題） 
１１月２５日 惣社町 １５件 

19 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

ストーカー事案の被害実態等に関す

る調査研究 
１１月２６日 西方町金崎１～ ４０件 

20 宇都宮大学 田巻 松雄 外国人労働者調査のための標本抽出 １１月２７日 全域（外国人） ２００件 



21 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 
土地問題に関する国民の意識調査 １２月４日 西方金崎 １６件 

22 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 
社会意識に関する世論調査 １２月１６日 藤岡町緑川～ ３１件 

23 
株式会社 ビデオリサーチ 

代表取締役社長 秋山 創一 
２０１６年全国たばこ喫煙者率調査 １月１４日 

平柳町３丁目 岩舟町和泉 各２０件 

             計４０件 

24 
スリープロ株式会社 

代表取締役社長 田村 峰人 

通信利用動向調査における世帯対象 

調査 
１月１９日 全域 １７２件 

25 

株式会社 日本リサーチサンタ

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 ２月１７日 大皆川町、大宮町 １５件 

26 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 
宝くじに関する世論調査 ２月１７日 旭町 ２０件 

27 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

青少年の喫煙、飲酒などの生活習慣

に関する調査 
２月１８日 城内町２丁目３０～ ２０件 

28 

株式会社 日本リサーチサンタ

ー 

代表取締役社長 鈴木 稲博 

日本の高齢者の経済活動と認知症対

策に関する意識調査 
３月１日 都賀町合戦場、都賀町木 ４２件 

 

 

 



29 

防衛省自衛隊栃木地方協力本部 

小山地域事務所 自衛官募集に係る適齢者の調査等 ３月８日 

全地域 平成１０年4月2日から平成１

１年４月１日までの間に生まれた者（男

子のみ） 

 


