
平成25年度　住民基本台帳閲覧申請者一覧 作成者　市民課

閲覧者

（受託者）

1 平成25年4月15日
境沢町民生児童委員

永田繁江
安心ネットワーク台帳
作成のため

平成25年1月1日～平成25
年4月12日の異動者

33件

2 平成25年4月16日 新田町区長 敬老会名簿の作成のため
大正14年～大正15年生ま
れの者

8件

3 平成25年4月17日 望岳台区長 区政運営のため
平成25年3月～平成25年4
月に転入・転出した者

15件

4 平成25年5月7日
ＮＨＫ長野放送局長

大野　了
6月全国個人視聴率調査
実施のため

大字九反田、大字小山の
明治～平成18年生まれの
者

14件

5 平成25年5月7日
米子町民生児童委員

竹前淑恵
米子町地域見守りネット
ワーク作りのため

米子町区民 439件

6 平成25年5月9日
㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木　稲

博
金融広報中央委員会

「家計の金融行動に関す
る世論調査」の対象者抽
出のため

大字米持、大字野辺の満
20歳以上の者

22件

7 平成25年5月15日
一般社団法人　中央調査社

会長　西澤　豊
内閣府大臣官房政府広報
室

「国民生活に関する世論
調査」の対象者抽出のた
め

大字中島256～448番地、
907～1092番地の満20歳
以上の者

30件

8 平成25年5月24日 北原町区長 消防団員勧誘のため
昭和58年1月1日～平成4
年12月31日生まれの男性

21件

9 平成25年5月24日 屋部町区長 消防団員勧誘のため
昭和58年1月1日～平成4
年12月31日生まれの男性

50件

10 平成25年5月24日 小山町区長 消防団員勧誘のため
昭和58年1月1日～平成4
年12月31日生まれの男性

45件

11 平成25年6月11日
㈱日経リサーチ

代表取締役社長　中村　良
独立行政法人　労働政策
研究・研修機構

「若年期の職業経歴と現
在の働き方に関するアン
ケート調査」

大字須坂の25歳以上44歳
以下の者

24件

12 平成25年6月14日 小山町区長
敬老会への招待、区役員
候補選出のため

60歳以上の区民 385件

13 平成25年6月21日 八幡町区長 区民台帳の整備

・八幡町全区民
・昭和8年1月1日～12月
31日生まれ・大正14年4
月１日～大正15年3月31
日生まれの者

1,897件

14 平成25年6月28日 大日向町区長
地縁団体許可申請に必要
な構成員名簿作成のため

大日向町全区民 431件

15 平成25年7月16日
一般社団法人
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

国立公園に関する世論調
査

墨坂５丁目４～の住所の
住民

14件

16 平成25年7月18日 北原町区長
長寿者、喜寿、米寿該当
者への記念品贈呈のため

昭和11年、大正14年、大
正12年以前生まれの者

28件

17 平成25年7月22日 南小河原町区長 区政運営のため
昭和17年1月1日～昭和27
年1月1日生まれの南小河
原町区民

116件

18 平成25年7月25日
境沢町民生児童委員

髙橋　信
安心ネットワーク台帳
整備のため

境沢町全区民 68件

19 平成25年8月5日 上町区長 敬老会名簿の作成のため 70歳以上の区民 8件

20 平成25年8月7日 夏端町区長
「長寿を祝う会」開催の
対象者選出のため

75歳以上の区民 49件

21 平成25年8月14日
長野保健所長
山崎　宗廣

平成25年度県民健康・栄
養調査実施のため

塩野町陽光台団地住民 72件

22 平成25年8月26日
境沢町民生児童委員

永田　繁江
敬老の日、祝う会の名簿
作成のため

80歳以上の区民 68件

23 平成25年8月28日 豊島町区長 敬老祭名簿作成のため 65歳以上の区民 63件

閲覧日 委託者 閲覧目的 閲覧対象 閲覧
件数
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24 平成25年9月12日 仁礼町区長
高齢者交流会の該当者抽
出のため

昭和11年4月2日～昭和12
年4月１日生まれの区民

23件

25 平成25年9月13日 亀倉町区長 慶弔の為 亀倉町全区民 17件

26 平成25年9月13日 米子町区長
喜寿の御祝対象者抽出の
ため

昭和11年4月2日～昭和12
年4月１日生まれの区民

3件

27 平成25年9月17日 本上町区長 消防団員勧誘のため
昭和58年1月1日～平成5
年12月31日生まれの男性

22件

28 平成25年9月17日 常盤町区長 消防団員勧誘のため
昭和58年1月1日～平成5
年12月31日生まれの男性

14件

29 平成25年9月17日 上中町区長 消防団員勧誘のため
昭和58年1月1日～平成5
年12月31日生まれの男性

8件

30 平成25年9月17日 中町区長 消防団員勧誘のため
昭和58年1月1日～平成5
年12月31日生まれの男性

1件

31 平成25年9月26日
一般社団法人　中央調査社

会長　西澤　豊
内閣府大臣官房政府広報
室

「民法の成年年齢に関す
る世論調査」の対象者抽
出のため

大字米持480番地7～691
番地の満18歳以上の者

14件

32 平成25年10月11日 太子町区長 区台帳を整理するため 太子町全区民 590件

33 平成25年10月15日 中島町区長
敬老会対象者の把握のた
め

70歳以上の区民 20件

34 平成25年10月16日
㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木　稲

博
内閣府政策統括官

「青少年のインターネッ
ト利用環境実態調査」の
対象者抽出のため

・大字塩川の住所
・平成7年11月2日～平成
15年11月1日生まれの者

20件

35 平成25年10月16日
一般社団法人　中央調査

社
会長　西澤　豊

ＮＨＫ放送文化研究所
世論調査部

「防災とエネルギー調
査」の対象者抽出のため

大字塩川　平成9年12月
末日までに生まれの者

12件

36 平成25年10月16日 相之島区長 消防団員勧誘のため 18歳～35歳までの区民 31件

37 平成25年10月16日 北相之島区長 消防団員勧誘のため 18歳～35歳までの区民 91件

38 平成25年10月18日 仁礼町区長 消防団員勧誘のため 18歳～35歳までの区民 70件

39 平成25年10月22日 馬場町区長 区運営のため 馬場長全区民 1,220件

40 平成25年10月29日 横町区長 区民台帳整理のため 横町全区民 117件

41 平成25年11月11日 米持町区長 法人化申請のため 米持町全区民 1,498件

42 平成25年11月29日
㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木　稲

博

独立行政法人　労働政策
研究・研修機構

「第２回　日本人の就業
実態に関する総合調査」
の対象者抽出のため。

・大字小河原2016～、
旭ヶ丘の住所
・昭和24年1月1日～平成
5年12月31日生まれの者

35件

43 平成25年12月5日
亀倉町民生児童委員

　石坂　勇
福祉台帳整備のため 亀倉町5、6組の住民 337件

44 平成25年12月11日 新町区長 区分館報に掲載するため 成人式対象者 5件

45 平成25年12月18日
㈱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
「全国たばこ喫煙者調査
率」

・大字坂田
・大正13年5月1日～平成
6年4月30日生まれの者

20件
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46 平成25年12月19日 坂田町区長 区民台帳作成のため 坂田町全区民 862件

47 平成26年1月7日
亀倉町民生児童委員

　石坂　勇
福祉台帳整備のため 亀倉町　５，６組の住民 14件

48 平成26年1月20日 望岳台区長 地縁団体申請のため 望岳台全区民 800件

49 平成26年1月23日 仁礼町区長 区運営のため

昭和47年1月1日～昭和49年
12月31日、昭和64年1月1日
～平成3年12月31日生まれの
男性、昭和56年1月1日～昭
和58年1月1日、平成7年1月1
日～平成9年12月31日生まれ
の女性

101件

50 平成26年1月27日
境沢町民生児童委員

小林　勲
民生委員活動に資するた
め

境沢町全区民 1181件

51 平成26年2月5日
㈱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

「生活意識に関するアン
ケート調査」の対象者抽
出のため

大字小山の住所　20歳以
上の者

15件

52 平成26年2月6日
自衛隊長野地方協力本部
長

自衛官募集のため

平成8年4月2日～平成9年4月
1日までの間に生まれた者・
平成11年4月2日～平成12年4
月1日までの間に生まれの男
性

830件

53 平成26年2月18日 光ヶ丘ニュータウン区長 区運営のため
光ヶ丘ニュータウン全区
民

667件

54 平成26年2月19日 松川町区長 区運営のため 松川町全区民 231件
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