
 

平成２８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 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「6 月全国個人視聴率調査」の対象者

抽出のため 
4月 20日 

片柳町 5 丁目、藤岡町新波、藤岡町部

屋 ２４名 

２ 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「高齢者の経済・生活環境に関する

調査」の対象者抽出のため 
4月 27日 梅沢町、大久保町、尻内町 ２３名 

３ 
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「平成 28年度栃木県政

世論調査」対象者抽出のため 
4月 28日 

薗部町２丁目、入舟町、片柳町５丁目、

樋ノ口町、野中町、大平町川連、大平町

富田、藤岡町甲、都賀町木、岩舟町静和 

１５０名 

４ 

株式会社サーベイリサーチセン

ター 

代表取締役 戸祭 浩 

国立環境研究所が実施する「環境に

ついての意識調査」に係る対象者抽

出の為 

5月 10日 今泉１丁目、２丁目 ２４名 

５ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

日本放送協会（ＮＨＫ）が実施する

「テレビ放送に関するアンケート」

の対象者抽出のため 

5月 19日 

大森町、小野口町、嘉右衛門町、柏倉町

大平町北武井、大平町蔵井、岩舟町静   

６０名 

６ 
毎日新聞社代表取締役 

社長 朝比奈 豊 

世論調査の調査対象者を無作為抽出

するため 
5月 30日 藤岡町甲 １２名 

７ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「国民生活に関する世論調査」の実

施のための対象者抽出 
6月 9日 西方町金井 ３０名 

８ 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「生活意識に関するアンケート調

査」（第 67 回）の対象者抽出のた

め 

6月 10日 岩舟町小野寺 １５名 

９ 
一般社団法人 中央調査社 

会長 西澤 豊 

「地球温暖化対策に関する世論調

査」の実施のための対象者抽出 
7月 13日 大平町富田 １７名 



10 
栃木県県南健康福祉センター 

所長 大橋 俊子 

平成 28年国民健康・栄養調査対象世

帯の世帯員抽出 
7月 14日 片柳町２丁目１～２の住民すべて 

11 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

調査の対象者名簿作成のため 

調査名：参院選の政治意識調査 2016 
7月 27日 大平町新 １８名 

12 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「2016年 10月東京オリンピック・パ

ラリンピックに関する世論調査」実

施のための対象者抽出（放送法第 20

条に定められた調査研究・世論調査

のため） 

8月 10日 城内町２丁目 １２名 

13 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「政府の役割についての国際比較調

査」実施のための対象者抽出 
9月 13日 

全域 １６歳以上（平成１２年１２月末

日まで生まれ）の男女 １２名 

14 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「自殺対策に関する意識調査」の実

施のための対象者抽出 
9月 21日 

全域 満２０歳以上（平成８年９月末日

までに生まれた）日本人の男女 １６名 

15 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「青少年のインターネット利用環境

実施調査」の対象者抽出のため 
10月 4日 宮町、吹上町、千塚町 ２０名 

16 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「11 月全国個人視聴率調査」の対象

者抽出のため 
10月 20日 大平町西水代 １２名 

17 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「第３回くらしと生活設計に関する

調査」の対象者抽出のため 
10月 20日 大宮町 ２０名 

18 
株式会社 日水コン 

代表取締役社長 野村 喜一 

国土交通省関東地方整備局利根川上

流河川事務所による、「利根川総合水

系環境整備事業（渡良瀬遊水地）」の

効果を分析するためのアンケート対

象者抽出のため。 

10月 25日 

大平町富田、大宮町、藤岡町藤岡、箱森

町、大平町西水代、大平町新、大平町西

野田、城内町２丁目、沼和田町、平井町、

今泉町１丁目 ２３名 

19 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「がん対策に関する世論調査」の実

施のための対象者抽出 
１１月２日 今泉町２丁目 １７名 



20 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「パチンコ・パチスロ遊技障害全国

標準サンプリング調査（調査名

称：安全安心な社会とレジャーに

関する調査）」の対象者抽出のため 

１１月２２日 大平町北武井、大平町横堀 ２９名 

21 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「公共交通に関する世論調査」の実

施のための対象者抽出。 

公共交通に関する国民の意識を把握

し、今後の施策の参考とする。 

１１月２５日 岩舟町静和 １７名 

22 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「社会意識に関する世論調査」の実

施のための対象者抽出。社会や国に

対する国民の基本的意識の動向を調

査し、広く行政一般のための基礎資

料とする。 

１２月１６日 藤田町 ３１名 

23 
株式会社ビデオリサーチ 

代表取締役社長 加藤 讓 

日本たばこ産業株式会社が実施する

２０１７年「全国たばこ喫煙者率調

査」の対象者抽出のため 

１２月１６日 大宮町、鍋山町 各２０名 計４０名 

24 
一般社団法人 新情報センター 

事務局長 平谷 伸次 

調査の対象者名簿作成のため 

調査名：日本人と憲法 2017 
１月２５日 岩舟町和泉 １２名 

25 
一般社団法人 中央調査社 

会長 大室 真生 

「2017 年 6 月全国放送サービス接触

動向調査（テレビ・ラジオなどが

どのように見聞きされているかを

おたずねする調査）」実施のための

対象者抽出（放送法第 20条に定め

られた調査研究・世論調査のた

め）。 

３月９日 西方町本郷 １２名 



26 
株式会社日本リサーチセンター 

代表取締役 鈴木稲博 

「家計の金融行動に関する世論調

査」の対象者抽出のため 
３月１５日 

境町、片柳町２丁目、薗部町４丁目、箱

森町 計２２名 

 

 

 

 


