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NO
申出者の氏名

（法人の場合はその名称及び代表者）
利用目的の概要 閲覧年月日

閲覧に係る
住民の範囲

1

・社団法人　中央調査社
　会長　中田正博
・ＮＨＫ編成局
　編成局長　井上樹彦

NHK編成局による
「番組総合調査２０１２（テレビ番組についての世論調
査）」
対象者抽出

平成24年4月24日
・早川
（16歳以上の男女）

2
・日本放送協会横浜放送局
　局長　柳田昌賢

日本放送協会横浜放送局による
「6月全国個人視聴率調査」
対象者抽出

平成24年5月10日
・入生田・久野
（明治～平成17年生ま
れの人）

3

・社団法人　新情報センター
　事務局長　平谷伸次
・内閣府大臣官房政府広報室
室長　別府充彦

内閣府大臣官房政府広報室による
「国民生活に関する世論調査」
対象者抽出

平成24年5月28日
・小竹６７１～
（20歳以上の男女）

4

・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
・日本銀行情報サービス局
　局長　鮎瀬典夫

日本銀行情報サービス局による
「生活意識に関するアンケート調査」
対象者抽出

平成24年5月31日
・新屋・飯泉
（満20歳以上の男女）

5
・社団法人　中央調査社
　会長　中田正博

株式会社　野村総合研究所による
「テレビ視聴に関する意識調査」
対象者抽出

平成24年5月31日
・南鴨宮2丁目
(16歳以上の男女）

6

・株式会社　日旅ビジネスクリエイト
　取締役　都築英信
・神奈川県県民局県民活動部
　県民課長　太田仁志

神奈川県県民局県民活動部による
「平成24年度　神奈川県民ニーズ調査」
対象者抽出

平成24年6月7日
・寿町1丁目・中曽根・
南鴨宮1丁目・千代
（20歳以上の男女）

7
・社団法人　中央調査社
　会長　中田正博

株式会社　野村総合研究所による
「日常生活に関する調査」
対象者抽出

平成24年6月29日
・東町1丁目
（15歳～79歳の男女）

2 個人又は法人の申出による閲覧（法第１１条の２第１項第１号及び第２号）
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8

・社団法人　新情報センター
　事務局長　平谷伸次
・内閣府大臣官房政府広報室
　室長　別府充彦

内閣府大臣官房政府広報室による
「生涯学習に関する世論調査」
対象者抽出

平成24年6月21日
・曽我原559～
（20歳以上の男女）

9

・社団法人　中央調査社
　会長　中田正博
・NHK放送文化研究所　世論調査部
　部長　塩田幸司

ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部による
「中学生・高校生の生活と意識調査2012」
対象者抽出

平成24年7月6日
・下大井・上曽我
（12歳～18歳の男女）

10
・株式会社　毎日新聞社　小田原支局
　支局長　澤晴夫

株式会社　毎日新聞社による
「時事問題世論調査」「読書世論調査」
対象者抽出

平成24年7月24日
・東町1丁目
（平成8年9月30日以前
生まれの男女）

11
・社団法人　中央調査社
　会長　中田正博

朝日新聞社　社長室マーケティングセンターによる
「2012年新聞及びウェブ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）」
対象者抽出

平成24年7月27日
・国府津1670～
（15歳以上の男女）

12
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

内閣府大臣官房政府広報室による
「人権擁護に関する世論調査」
対象者抽出

平成24年8月9日
・入生田
（20歳以上の男女）

13

・株式会社　日旅ビジネスクリエイト
　取締役　都築英信
・神奈川県県民局県民活動部
　県民課長　太田仁志

神奈川県県民局県民活動部による
「平成24年度　神奈川県民ニーズ調査」
対象者抽出

平成24年8月30日
・寿町1丁目・中曽根・
南鴨宮1丁目・千代
（20歳以上の男女）

14
・日本放送協会横浜放送局
　局長　若宮敏彦

日本放送協会横浜放送局による
11月全国個人視聴率調査」
対象者抽出

平成24年9月4日
・入生田
（明治～平成17年生ま
れの人）
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15
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

内閣府大臣官房政府広報室による
「男女共同参画社会に関する世論調査」
対象者抽出

平成24年10月3日
・曽比
（20歳以上の男女）

16
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

ＮＨＫ放送文化研究所 世論調査部
株式会社　第一生命経済研究所
学校法人　明治国際医療大学
公立大学法人　横浜市立大学による
「生活意識に関する調査」
対象者抽出

平成24年10月18日
酒匂3丁目
（18歳以上の男女）

17

・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
・株式会社  インテージリサーチ
　代表取締役　井上孝志

総務省統計局　統計調査部消費統計課による
「家計消費状況調査」
対象者抽出

平成24年11月7日

・下堀・中町・早川・早
川3丁目・東町1丁目・
東町2丁目
（16歳以上の男女）

18
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

内閣府大臣官房政府広報室による
「家族の法制に関する世論調査」
対象者抽出

平成24年11月21日
・蓮正寺
（20歳以上の男女）

19
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付食育推進室
による
「平成24年度　食育に関する意識調査」
対象者抽出

平成24年11月21日
・荻窪
（20歳以上の男女）

20
・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

国土交通省　関東地方整備局　国営昭和記念公園事務
所
株式会社　建設環境研究所による
「行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法
律第86号）」に基づき、東京臨海広域防災公園整備の事
業効果を評価するための対象者抽出

平成24年12月6日

・城山・扇町・飯泉・成
田・桑原・前川・中村
原・小船・小竹
（満20歳以上の男女）



4／5

NO
申出者の氏名

（法人の場合はその名称及び代表者）
利用目的の概要 閲覧年月日

閲覧に係る
住民の範囲

2 個人又は法人の申出による閲覧（法第１１条の２第１項第１号及び第２号）

21
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

株式会社　野村総合研究所による
「テレビ視聴に関する調査」
対象者抽出

平成24年12月13日
・千代
（16歳以上の男女）

22
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

ＮＨＫ放送文化研究所 メディア研究部
株式会社　時事通信社による
「生活意識に関する調査（「日本人とメディアに関する調
査」「東日本大震災についての調査」）」
対象者抽出

平成24年12月20日
・酒匂3・4丁目
（16歳以上の男女）

23
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

内閣府大臣官房政府広報室による
「がん対策に関する世論調査」
対象者抽出

平成24年12月20日
・中町2丁目
（20歳以上の男女）

24
・株式会社　ビデオリサーチ
代表取締役社長　秋山　創一

日本たばこ産業株式会社　たばこ事業本部　による
「全国たばこ喫煙者率調査」
対象者抽出

平成25年1月11日

・久野・矢作
（大正12年5月1日～平
成5年4月30日生まれ
の男女）

25
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

内閣府大臣官房政府広報室による
「社会意識に関する世論調査」
対象者抽出

平成25年1月11日
・矢作
（20歳以上の男女）

26

・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
・株式会社  インテージリサーチ
　代表取締役　井上孝志

総務省統計局による
「家計消費状況調査」
対象者抽出

平成25年1月9日

・鴨宮・曽我別所・田
島・飯泉・堀之内・中曽
根・飯田岡・蓮正寺
（16歳以上の男女）

27
・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

一般財団法人　ゆうちょ財団による
「くらしと生活設計に関する調査」
対象者抽出

平成25年1月28日
・城山4丁目・扇町1丁
目
（満20歳以上の男女）
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28

・社団法人　新情報センター
　事務局長　平谷伸次
・内閣府　経済社会総合研究所
　所長代理　小島愛之助

内閣府　経済社会総合研究所による
「生活の質に関する世帯調査」
対象者抽出

平成25年1月31日
・小八幡4丁目
（15歳以上の男女）

29
・パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社長　常務取締役　伊藤重文

神奈川県県西土木事務所による
「琴ヶ浜海岸環境整備事業の事後評価にあたってのアン
ケート調査」
対象者抽出

平成25年2月4日
・市全域
（20歳以上の男女）

30

・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊
・NHK放送文化研究所　世論調査部
　部長　石川信

ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部による
「現代の生活意識に関する世論調査」
対象者抽出

平成25年2月5日
・鴨宮
（16歳以上の男女）

31
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

公益財団法人　生命保険文化センターによる
「平成25年度　生活保障に関する調査」
対象者抽出

平成25年2月28日
・寿町4丁目
（18歳～69歳の男女）

32

・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
・日本銀行情報サービス局
　局長　鮎瀬典夫

日本銀行情報サービス局による
「生活意識に関するアンケート調査」
対象者抽出

平成25年3月4日
・久野
（満20歳以上の男女）

33
・株式会社  エスピー研
代表取締役　安良岡洋介

厚生労働省医政局指導課による
「人生の最終段階における医療に関する世論調査」
対象者抽出

平成25年3月13日
・永塚
（20歳以上の男女）

34
・社団法人　中央調査社
　会長　西澤豊

財団法人　日本宝くじ協会による
「宝くじに関する世論調査」
対象者抽出

平成25年3月15日
・穴部
（18歳以上の男女）


