住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧申出者
〔代表者〕

閲覧委託者

利用目的

閲覧の範囲

令和2年11月10日

一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久

内閣府
経済社会総合研究所
所長 井野 靖久

消費動向調査の対象者
名簿作成のため

曽根東町3～4丁目、城山町1丁目 二人以上の世帯の
世帯主および単身世帯の世帯主72件
（うち二人以上40件、単身32件）
令和3年1月～令和4年3月

令和2年11月11日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

内閣府
男女共同参画局
局長 林 伴子

「令和2年度 男女間に
おける暴力に関する調
査」実施のための対象
者抽出

上新田2丁目 日本人のみ
令和2年11月末日時点で満20歳以上
（平成12年11月末日まで生まれ）の男女
28件

令和2年11月11日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

大阪商業大学
学長 谷岡 一郎

「健康と暮らしについて
東豊中町5丁目 日本人のみ
の調査(JGSS-2021H）
令和2年12月末時点で満20歳以上89歳以下
実施のための対象者抽 （昭和6年1月1日～平成12年12月31日生まれ）の男女
出
15件

令和2年11月11日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

閲覧日

令和2年11月26日

令和2年12月17日

令和2年12月25日

「テレビ視聴に関する調
株式会社 野村総合研究所
査」実施のための対象
常務執行役員 立松 博史
者抽出

「生活意識に関するアン
株式会社 日本リサーチセンター 日本銀行 情報サービス局
ケート調査」（第85回）の
代表取締役社長 鈴木 稲博
局長 林 新一郎
対象者抽出のため

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

「2021年3月東京オリン
NHK放送文化研究所
ピック・パラリンピックに
世論調査部長 吉田 理恵 関する調査」実施のため
の対象者抽出

株式会社サーベイリサーチセン 内閣府政策統括官（政策調 「令和２年度 子供の生
ター
整担当）付参事官（子どもの 活状況調査」対象者抽
代表取締役 藤澤 士朗
貧困対策担当） 飯田 剛 出のため
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北桜塚2丁目 日本人のみ
令和2年12月末日時点で 満16歳以上
（平成16年12月末日まで生まれ）の男女
14件

螢池南町1～2丁目 20歳以上の男女
（平成13年1月31日生まれまで） 15名

新千里東町3丁目 日本人のみ
令和3年12月末日時点で満20歳以上
（平成13年12月末日まで生まれ）の男女
12件
上野東１丁目
中学２年生の男女個人 25件
（2006/4/2～2007/4/1生まれ）

住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

令和3年1月6日

閲覧申出者
〔代表者〕

株式会社ジャパン・マーケティン
グ・エージェンシー
大阪事務所マネージャー
福井 潤

閲覧委託者

利用目的

大阪府知事 吉村 洋文

閲覧の範囲

満18歳以上の男女（外国籍も含む）
平成15年1月31日生まれまで
計22地点、220名分
豊中市桜の町3丁目、緑丘4丁目、少路2丁目、上野東2
「ギャンブル等依存症の
丁目、東豊中町3丁目、東泉丘2丁目、熊野町2丁目、
実態に係る調査」の調
南桜塚1丁目、岡町北1丁目、曽根西町4丁目、城山町1
査対象者抽出のため
丁目、北条町2丁目、服部南町3丁目、服部寿町3丁
目、豊南町西1丁目、庄内幸町3丁目、大黒町3丁目、
新千里北町3丁目、新千里西町3丁目、上新田2丁目、
蛍池東町4丁目、刀根山5丁目
北条町1丁目
予備調査の時点で16歳以上65歳以下の
男女 41人
[昭和30年(1955年)5月24日～平成17年(2005年)5月23
日の間に生まれた人]

令和3年1月13日

株式会社 日経リサーチ
代表取締役社長 福本 敏彦

国立教育政策研究所
所長 中川 健朗

「第2回OECD国際成人
力調査(PIAAC)予備調
査」の調査対象者を抽
出するため

令和3年1月27日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

文化庁 国語課
国語課長 柳澤 好治

「令和2年度国語に関す
る世論調査」対象者抽
出のため

永楽荘1丁目
日本人
令和3年2月末日時点で満16歳以上
(平成17年2月末日まで生まれ)の男女17件

令和3年2月2日

「家計消費状況調査」
一般社団法人 新情報センター 総務省統計局 統計調査部
に伴う対象者の抽出の
事務局長 山本 恭久
消費統計課長
ため

上野東2丁目、本町3丁目、服部本町5丁目
16歳以上の男女個人
2005年4月1日以前に出生の男女

令和3年2月16日

「生活意識に関するアン
株式会社 日本リサーチセンター 日本銀行 情報サービス局
ケート調査」(第86回」の
代表取締役社長 鈴木 稲博
局長 林 新一郎
対象者抽出のため

寺内2丁目、利倉1丁目
20歳以上の男女
(平成13年4月30日生まれまで）15名

令和3年5月11日

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

NHK放送文化研究所
世論調査部
部長 吉田 理恵

「２０２１年度全国個人視
聴率調査」の対象者抽
出のため
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岡上の町４丁目、刀根山元町
７歳以上の男女（平成26年12月31日生まれまで）
24名

住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

令和3年5月12日

令和3年5月12日

閲覧申出者
〔代表者〕

閲覧委託者

利用目的

閲覧の範囲

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
（放送法第20条に定め
られた調査研究・世論調
査のため）。デジタル機
器やサービスの急速な
普及に対応し、テレビ・
NHK放送文化研究所
ラジオへの接触に加え
世論調査部長 吉田 理恵
て、データ放送、録画再
生、インターネット（ウェ
ブサイト・動画・SNS）な
どへの接触を、NHKだけ
でなく民放も含めて測定
し、放送局が展開する各
種サービス全体の接触
動向を明らかにする。

庄内西町４丁目 日本人のみ抽出された
閲覧台帳を希望
令和3年12月末日時点で 満7歳以上
（平成26年12月末日まで生まれ）の男女 12件

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

「テレビ視聴に関する調
査」実施のための対象
者抽出。NHKのイメージ
や放送一般についての
大手町ファイナンシャルシ 意見や感じ方をはじめ、
ティグランキューブ株式会社 テレビ・ラジオその他の
野村総合研究所
メディアに対する生活者
専務執行役員 立松 博史
の利用状況等を把握
し、テレビ放送の質を向
上させ、その他公共的
役割への信頼を得るた
めの基礎資料とする。

庄内幸町４丁目 日本人のみ抽出された
閲覧台帳を希望
令和３年６月末日時点で 満16歳以上
（平成17年６月末日まで生まれ）の男女 14件
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住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

令和3年5月18日

閲覧申出者
〔代表者〕

閲覧委託者

利用目的

新千里東町１丁目・新千里東町2丁目
年齢・性別指定なし。
1世帯より1人のみ。
国土交通省観光庁観光戦略 ２０２１年度「旅行・観光
（台帳上、世帯の区別がない場合は、同一住所かつ同
株式会社 インテージリサーチ
課
消費動向調査」（一般統
一苗字を同一世帯と判断）
代表取締役社長 小田切 俊夫
観光統計調査室
計調査）
外国人を含む。（台帳上まとまって記載されている場合
室長 大沼 和善
対象者抽出のため
は除く）
マンション等同じ建物からは３人まで。
転記事項 住所・氏名・生年月日・性別
公益財団法人
笹川スポーツ財団
理事長 渡邉 一利

「子ども・青少年のス
ポーツライフに関する調
査」の対象者抽出のた
め

原田元町1～3丁目 4歳～21歳の男女
（平成11年４月2日～平成29年４月1日生まれ）
30名

出生の生年月日が平成１５年4月2日から
平成１６年４月１日までの男女
（日本人住民に限る。）

令和3年5月19日

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

令和3年5月27日

自衛隊大阪地方協力本部長
濱田 博之

自衛官等に関する募集
事務として、募集案内の
郵送等を行うため。

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

「日常生活に関するアン
ケート」（生活者1万人ア
ンケート）実施のための
対象者抽出。価値観、
大手町フィナンシャルシティ 生きがい・不安、仕事
グランキューブ
観、家族・人間関係、家
株式会社 野村総合研究所 計・消費・余暇活動につ
専務執行役員 立松 博史 いて調査を行い、日本
人の生活行動、生活価
値観の現状を把握し、
将来の変化を予測する
ことを目的とする。

令和3年6月17日

閲覧の範囲
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中桜塚2・3丁目、服部本町2・3・4・5丁目
日本人のみ抽出された閲覧台帳を希望
令和3月6月末時点で 満15歳～79歳
（昭和16年7月1日～平成18年6月末日生まれ）
の男女 90件

住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

令和3年6月29日

令和3年6月29日

令和3年6月29日

閲覧申出者
〔代表者〕

閲覧委託者

利用目的

閲覧の範囲

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

「2021年 新聞およびＷ
eb利用に関する総合調
査（調査票タイトル：「くら
しと情報についてのおた
ずね」）」実施のための
対象者抽出。新聞の購
朝日新聞社
読状況、閲読状況、新
マーケティング戦略本部 聞やその他のメディアに
ビジネスインテリジェンス部 対する意識を調査し、今
部長 田岸 貴之
後望まれる新聞像、新
聞を含むマスメディアの
あり方を解明することを
目的とする。新聞報道の
質を高め、新聞の公共
的役割への信頼を得る
ための基礎資料とする。

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

公益財団法人
新聞通信調査会
理事長 西沢 豊

「14回メディアに関する
全国世論調査」実施の
ための対象者抽出。メ
ディアが多様化している
現在、最も歴史のある
情報発信媒体である新
聞が人々にとって、どの
ような役割を果たしてい
るのかを明らかにするこ
とによって、新聞の未来
を考える資料を提供す
ることを目的とする。

上野西1・2丁目
日本人のみ抽出された閲覧台帳を希望
令和3年7月末時点で 満18歳以上
（平成15年7月末まで生まれ）の男女 20件

NHK営業局計画管理部
営業局長 吉田 健

「受信契約状況実態調
査（調査票タイトル：テレ
ビ放送に関するアン
ケート）」の対象者抽出
のため。全国の世帯の
状況と世帯におけるテレ
ビの設置状況を把握す
ることを目的とする。

熊野町1・2丁目、南桜塚3・4丁目
令和3年7月末日時点で 満18歳以上
（平成15年7月末日まで生まれ）の男女 40件

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦
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蛍池東町1丁目、刀根山3丁目、豊南町西1・2丁目
日本人のみ抽出された閲覧台帳を希望
令和3年8月末日時点で 満15歳以上
（平成18年8月末日まで生まれ）の男女 50件

住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

閲覧申出者
〔代表者〕

閲覧委託者

利用目的

閲覧の範囲

「2021年9月東京オリン
ピック・パラリンピックに
関する調査」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）。東京オリンピック・
パラリンピックや放送
サービスに対する意見、
障害者スポーツに対す
る意識、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的な
流行が続く中で開催さ
れたことへの評価や影
響、大会後の課題につ
いてなどを把握する。

西緑丘3丁目
日本人のみ抽出された閲覧台帳を希望
令和3年12月末日時点で 満20歳以上
（平成13年12月末日まで生まれ）の男女
12件

令和3年7月15日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

NHK放送文化研究所
世論調査部長
吉田 理恵

令和3年7月29日

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

NHK放送文化研究所
世論調査部
部長 吉田 理恵

「メディア利用の生活時
間調査2021」の対象者
抽出のため

上新田1丁目
10歳以上の男女
（平成23年12月31日生まれまで） 12名

NHK放送文化研究所
世論調査部長
吉田 理恵

「全国メディア意識世論
調査（メディア利用につ
いておたずねする調
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）。現在
の多様化したメディア環
境における人々の利用
行動・意識を、時系列で
把握する。

上野西3丁目
令和3年9月末日時点で 満16歳以上
（平成17年9月末日まで生まれ）
の男女 12件

令和3年8月18日

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

令和3年8月24日

（株）日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

「生活意識に関するアン
日本銀行 情報サービス局
ケート調査」
局長 渡邉 昌一
（第88回）の対象者抽出
のため
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刀根山6丁目
20歳以上の男女
（平成13年10月31日生まれまで） 15名

住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

令和3年8月25日

令和3年8月25日

閲覧申出者
〔代表者〕

閲覧委託者

利用目的

閲覧の範囲

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

内閣府大臣官房政府
広報室
政府広報室長
田中 愛智朗

「外交に関する世論調
査（附帯調査：地下水）」
実施のための対象者抽
出。外交及び地下水に
関する国民の意識を把
握し、今後の施策の参
考とする。

熊野町4丁目
日本人のみ抽出された閲覧台帳を希望
満18歳以上（平成15年8月末日まで生まれ）
の男女 17件

NHK放送文化研究所
世論調査部長
吉田 理恵

「健康・医療に関する国
際比較調査」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）。約40の国と地域
が参加している国際比
較調査グループ（ISSP)
では、毎年テーマを変え
て、各国共通質問で世
論調査を実施している。
今年の調査テーマは
「健康・医療」で、健康や
医療に対する人々の意
識をとらえる。

東寺内町
令和3年12月末日時点で 満18歳以上
（平成15年12月末日まで生まれ）
の男女 12件

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦
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住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

令和3年9月1日

令和3年9月8日

閲覧申出者
〔代表者〕

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本 恭久

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

閲覧委託者

利用目的

内閣府政策統括官
（政策調整担当）付
参事官
（青少年環境整備担当）
小山 巌
担当：柏木、中島

NHK放送文化研究所
世論調査部長
吉田 理恵

閲覧の範囲

抽出対象 1
平成15年11月2日～平成23年11月1日に生まれた日本
国籍を持つ男女個人（10歳～17歳）
調査の対象者名簿作成
抽出地区 曽根西町1～4丁目
のため
抽出数 20
調査名：令和3年度「青
抽出対象 2
少年のインターネット利
平成23年11月2日～令和3年11月1日に生まれた日本
用環境実態調査」
国籍を持つ男女個人（0歳～9歳）
抽出地区 緑丘3～5丁目
抽出数 20
「新型コロナウイルス感
染症に関する世論調
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）。昨年
に続いて、新型コロナウ
イルス感染症に関する2
回目の世論調査を行
い、健康や雇用への不
安感や、政府の政策に
関する意識の変化を探
るとともに、ワクチン接
種についての評価など
を調査し、ニュースや番
組の基礎資料とする。
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上新田3丁目
令和3年10月末日時点で 満18歳以上
（平成15年10月末日まで生まれ）
の男女 12件

住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、公表します。
令和2年11月1日～令和3年10月31日
閲覧日

令和3年9月29日

令和3年9月29日

令和3年9月29日

令和3年10月20日

令和3年10月20日

閲覧申出者
〔代表者〕

閲覧委託者

利用目的

閲覧の範囲

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

内閣官房 孤独・孤立対策
担当室長 谷内 繁

内閣官房が実施する
「孤独・孤立の実態把握
のための全国調査」
（人々のつながりに関す
る基礎調査）対象者抽
出のため

「豊中市 千成町 1丁目」に在住の
令和3年12月1日時点で満16歳以上の
男女個人50名

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本 恭久

消費者庁
長官 伊藤 明子
消費者庁 参事官
（調査研究・国際担当）
担当：小池、串、下田

15歳以上の日本国籍を有する者で、男女は問わない
（平成18年10月31日以前に生まれた者）
調査の対象者名簿作成
抽出対象 1
のため
平成18年10月31日以前に出生の男女個人
調査名：令和3年度消費
（2021年11月1日現在 満15歳以上の男女個人）
者意識基本調査
抽出地区 緑丘1丁目14～32
抽出数 25
2021年4月2日現在16歳以上の男女個人、地域につい
ては〈別紙参照〉
（2005年（平成17年）4月1日以前に出生の男女）
1 蛍池西町1～2丁目 抽出数 50
2 上津島2丁目 抽出数 50

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本 恭久

総務省統計局 統計調査部 総務省統計局の実施す
消費統計課長 山形 成彦 る「家計消費状況調査」
統計調査部 消費統計課 に伴う対象者の抽出の
田沢 勝利
ため

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本 恭久

農林水産省 消費・安全局
局長 小川良介
農林水産省 消費・安全局
消費者行政・食育課
担当：西尾、佐竹、藤谷

20歳以上の日本国籍を有する者で、男女は問わない
（平成13年10月31日以前に生まれた者）
調査の対象者名簿作成
抽出対象
のため
平成13年10月31日以前に出生の男女個人
調査名：令和3年度食育
抽出地区
に関する意識調査
寺内1丁目6～12
抽出数
25

お茶の水女子大学
基幹研究院長 浅田 徹
担当
お茶の水女子大学
基幹研究院 人間科学系
教授 坂元 章

10～59歳の日本全国に在住する一般個人（昭和36年
12月1日～平成23年11月30日に生まれた者）
抽出対象
調査の対象者名簿作成
昭和36年12月1日～平成23年11月30日に出生の男女
のため
個人
調査名：ゲーム障害（依
（令和3年12月1日に10～59歳の一般個人）
存）に関する全国標準
抽出地区
サンプリング調査
西泉丘2丁目の全域
抽出数
32

一般社団法人新情報センター
事務局長 山本 恭久
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