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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
・（株）日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴本稲博

金融広報中央委員会（日本銀行情報サービス局内）によ
る
「家計の金融行動に関する世論調査」
対象者抽出

平成22年4月16日
・曽我原・曽我谷津・小
舟・小竹・沼代
（満20歳以上の男女）

2
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

東京大学大学院情報学環による
「日本人のメディア利用に関する実態調査」
対象者抽出

平成22年5月19日
・飯泉
（満13～69歳の男女）

3

・（社）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放送文化研究所による
「日韓市民意識調査」
対象者抽出

平成22年5月19日
・久野
（20歳以上の男女）

4
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

東京大学大学院人文社会学系研究科による
「中高年者の生活実態に関する全国調査」
対象者抽出

平成22年6月25日
・中町三丁目
（満50～84歳の男女）

5
・（社）ＲＪＣリサーチ
　調査業務本部長　久野和英

神奈川県立体育センターによる
「県民の体力・スポーツに関する調査」
対象者抽出

平成22年6月30日

・南鴨宮一丁目・桑原・
酒匂二丁目・小竹・東
町三丁目・中曽根・久
野
（満20歳以上の男女）

6
・（株）日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴本稲博

内閣府官房政府広報室による
「労働者の国際移動に関する世論調査」
対象者抽出

平成22年7月5日
・鴨宮
（満20歳以上の男女）

7

・（株）サーベイリサーチセンター
　代表取締役　藤澤士朗
・（株）三菱総合研究所
　社会システム研究本部長　中村秀至

国土交通省観光庁参事官（観光経済担当）による
「2010年度旅行・観光消費動向調査」
対象者抽出

平成22年7月23日 ・扇町一丁目

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）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放送文化研究所による
「政治と社会に関する意識調査」
対象者抽出

平成22年7月30日
・成田
（満20歳以上の男女）

9

・（株）エスピー研
　代表取締役　安良岡洋介
・神奈川県県民局県民活動部県民課
　課長　山下穣

神奈川県による
「平成22年度県民ニーズ調査」
対象者抽出

平成22年7月13日
・荻窪・風祭・別堀・前
川
（満20歳以上の男女）

10
・（株）日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴本稲博

内閣府官房政府広報室による
「介護保険制度に関する世論調査」
対象者抽出

平成22年8月20日
・荻窪
（満20歳以上の男女）

11
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

公益財団法人　新聞通信調査会による
「メディアに関する全国世論調査」
対象者抽出

平成22年9月17日
・東町一丁目
（18歳以上の男女）

12

・（株）日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴本稲博
・日本銀行　情報サービス局
　局長　大川昌利

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22年9月24日
・久野
（20歳以上の男女）

13
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

日本大学人口研究所による
「第２回『仕事と家族』に関する全国調査」
対象者抽出

平成22年9月30日
・栢山
（20～59歳の男女）

14
・（株）日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴本稲博

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
子供若者・子育て施策総合推進室による
「少子化社会に関する国際意識調査」
対象者抽出

平成22年10月5日
・飯田岡
（20～49歳の男女）
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15
・（株）日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴本稲博

内閣府大臣官房政策広報室による
「外交に関する世論調査」
対象者抽出

平成22年10月5日
・国府津
（満20歳以上の男女）

16
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

桜美林大学自然科学系による
「地域活動と健康に関する調査」
対象者抽出

平成22年10月7・8日

・中町二丁目・本町４丁
目・東町二丁目・扇町
一丁目・多古・中曽根・
小台・久野・早川三丁
目・矢作・南鴨宮二丁
目・栢山・飯泉・千代・
国府津三丁目・田島・
酒匂・下大井・小船
（25歳以上の男女）

17
・（社）新情報センター
　事務局長　平谷伸次

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
参事官（高齢社会対策担当）による
「住宅と生活環境に関する意識調査」
対象者抽出

平成22年10月19日
・酒匂四丁目
（60歳以上の男女）

18
・（社）新情報センター
　事務局長　平谷伸次

特定非営利活動法人　日本緩和医療学会による
「一般市民を対象にした『緩和ケア』に関する認識度調
査」
対象者抽出

平成22年10月19日
・酒匂五丁目
（20歳以上の男女）

19
・（社）新情報センター
　事務局長　平谷伸次

帝京大学医学部による
「一般市民を対象とした緩和ケアに関するニーズ調査」
対象者抽出

平成22年10月25・
26・27日

・扇町三丁目・別堀・寿
町五丁目・中曽根・酒
匂三丁目・栄町一丁
目・曽比・前川・早川二
丁目

20
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

鳥取大学による
「成人の喫煙に関する全国調査」
対象者抽出

平成22年10月26日
・新屋
（20歳以上の男女）
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21

・（社）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放送文化研究所による
「観光に関する国際比較調査」
対象者抽出

平成22年10月26日
・千代
（16歳以上の男女）

22

・（社）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放送文化研究所による
「年末年始全国接触者率調査（年末年始のテレビの見ら
れ方などについての調査）」
対象者抽出

平成22年11月5日
・浜町二丁目
（7歳以上の男女）

23
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

独立行政法人　労働政策研究・研修機構による
「女性の働き方と家庭生活に関する調査」
対象者抽出

平成22年11月5日
・国府津二丁目・国府
津三丁目
（30～44歳の女性）

24
・（株）サーベイリサーチセンター
　代表取締役　藤澤士朗

神奈川県県民局くらし文化部消費生活課による
「消費生活に係る県民意識調査」
対象者抽出

平成22年11月17日
・扇町三丁目・飯田岡・
栢山
（満20歳以上の男女）

25
・（社）新情報センター
　事務局長　平谷伸次

国土交通省土地・水資源局による
「土地問題に関する国民の意識調査」
対象者抽出

平成22年11月24日
・城山二丁目
（20歳以上の男女）

26

・（株）日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴本稲博
・日本銀行　情報サービス局
　局長　大川昌利

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22年12月20日
・小竹
（満20歳以上の男女）

27
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

ＮＨＫ放送文化研究所による
「ことばのゆれに関する調査」「日本人とメディアに関する
調査」「メディア接触についての調査」
対象者抽出

平成22年12月15日
・栄町四丁目
（20歳以上の男女）
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28

・（株）ビデオリサーチ
　代表取締役社長　若杉五馬
・日本たばこ産業（株）
　たばこ事業本部情報部長　田中康司

日本たばこ産業（株）による
「2011年全国たばこ喫煙者率調査」
対象者抽出

平成23年1月28日

・荻窪・蓮正寺
（対象10年5月１日～平
成3年4月30日生まれ
の男女）

29
・（社）新情報センター
　事務局長　平谷伸次

内閣府政策統括官（経済社会システム担当）による
「平成２２年度国民生活選好度調査」
対象者抽出

平成23年2月15日
・飯田岡
15歳以上80歳未満の
男女）

30
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

（株）野村総合研究所による
「放送についての意識調査」
対象者抽出

平成23年2月18日
・飯田岡
（16歳以上の男女）

31

・（株）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　大川昌利

日本銀行による
「生活意識に関するアンケート調査」
対象者抽出

平成23年3月7日
・酒匂一丁目
（満20歳以上の男女）

32

・（社）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放送文化研究所による
「２０１１年６月全国接触者率調査（テレビの見られ方なの
についての調査）」
対象者抽出

平成23年3月11日
・小竹
（７歳以上の男女）

33
・（社）中央調査社
　会長　中田正博

龍谷大学による
「犯罪被害調査」
対象者抽出

平成23年3月11日
・蓮正寺
（15歳以上の男女）


