
平成26年度　住民基本台帳閲覧申請者一覧（10月～平成27年3月分） 作成者　市民課

閲覧者

（受託者）

1 平成26年10月2日
上八町区長
関野　正人

防災事業のため 20代～30代の区民（男性） 28件

2 平成26年10月14日
坂田町区長
樋口　實

防災事業のため 18歳～35歳の区民（男性） 71件

3 平成26年10月15日 穀町　他49長区長
転入・転出に係る世帯
数増減を把握するため

平成26年9月1日～9月30日の
間に異動があった世帯 155件

4 平成26年10月15日
屋部町区長
原　聖

防災事業のため 18歳～31歳の区民（男性） 84件

5 平成26年10月29日
太子町区長
関谷　哲夫

世帯状況確認のため 太子町全区民 592件

6 平成26年11月4日
村石町民生児童委員

青木　正
世帯状況確認のため 村石町20組に属する区民 24件

7 平成26年11月6日
光ケ丘ニュータウン区長

清水　重德
防災事業のため

光ケ丘ニュータウン10組に属
する区民 1件

8 平成26年11月11日
一般社団法人
新情報センター

事務局長　平谷　伸次

公益社団法人
日本理学療法士協会
会長　半田　一登

「介護予防や地域包括
ケアに対する意識調
査」実施のため

昭和4年12月1日～昭和24年11
月30日生まれの男女 185件

9 平成26年11月15日 上町　他42町区長
転入・転出に係る世帯
数増減を把握するため

平成26年10月1日～10月31日
の間に異動があった世帯 136件

10 平成26年11月25日
中央調査社

会長　西澤　豊

国立大学法人
東京大学　研究科長

小佐野　重利

「少子高齢社会におけ
る社会階層と移動に関
する全国調査」実施の
ため

昭和10年1月1日～平成6年12
月31日生まれの日本人の男女 25件

11 平成26年11月26日
大日向町区長
田所　臣夫

世帯状況確認のため 大日向町全区民 441件

12 平成26年11月28日
小河原町区長
中村　實

世帯状況確認のため
小河原町7組、8組に属する区
民 51件

13 平成26年12月1日
夏端町区長
井出　一郎

防災事業のため 20歳～39歳の区民 113件

14 平成26年12月3日
松川町区長
栗林　恒夫

世帯状況確認のため 松川町全区民 236件

15 平成26年12月4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
局長　丹治　芳樹

「生活意識に関するア
ンケート調査」実施の
ため

平成7年1月31日以前に生まれ
た（満20歳以上）男女 15件

16 平成26年12月15日 穀町　他38町区長
転入・転出に係る世帯
数増減を把握するため

平成26年11月1日～11月30日
の間に異動があった世帯 143件

17 平成26年12月16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
たばこ事業本部
中込　敬介

「全国たばこ喫煙者率
調査」実施のため

大正14年5月1日～平成7年4月
30日生まれの男女 20件

18 平成26年12月18日
坂田町区長
樋口　實

世帯状況確認のため 坂田町全区民 868件

19 平成27年1月8日
仁礼町区長
田中　敏治

事業対象者確認のため
23～25歳及び40～42歳の男性
17～19歳及び31～33歳の女性 45件
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20 平成27年1月15日 穀町　他36町区長
転入・転出に係る世帯
数増減を把握するため

平成26年12月1日～12月31日
の間に異動があった世帯 141件

21 平成27年1月21日
中央調査社

会長　西澤　豊
大阪商業大学

学長　谷岡　一郎

「第10回　生活と意識
についての国際比較調
査」実施のため

大正14年1月1日～平成6年12
月31日生まれの男女 15件

22 平成27年2月4日
太子町民生児童委員

中村　道夫
事業対象児童確認のた
め

0歳～6歳の区民が属する世帯 102件

23 平成27年2月9日
境沢町民生児童委員

永田　繁江
防災事業のため 境沢町全区民 75件

24 平成27年2月10日
東横町区長
牧　重信

区政運営のため 東横町12組に属する区民 6件

25 平成27年2月12日
松川町区長
田原　静雄

世帯状況確認のため 松川町2組、6組に属する区民 1件

26 平成27年2月12日
五閑町区長
田村　憲雄

世帯状況確認のため 五閑町全区民 38件

27 平成27年2月15日 穀町　他47町区長
転入・転出に係る世帯
数増減を把握するため

平成27年1月1日～平成27年1
月31日の間に異動があった世
帯

156件

28 平成27年2月16日
東横町区長
牧　重信

区政運営のため 東横町23組に属する区民 8件

29 平成27年2月16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
局長　丹治　芳樹

「生活意識に関するア
ンケート調査」実施の
ため

平成7年4月30日以前に生まれ
た（20歳以上）男女 15件

30 平成27年3月13日 穀町　他46町区長
転入・転出に係る世帯
数増減を把握するため

平成27年2月1日～平成27年2
月28日の間に異動があった世
帯

136件

31 平成27年3月18日
南横町区長
根津　榮介

区政運営のため 65歳以上1人世帯の区民 30件

32 平成27年3月25日
村山町区長
黒岩　信雄

区政運営のため
昭和25年1月1日～昭和59年12
月31日生まれの男性 134件

33 平成27年3月26日
小河原町区長
吉池　實

区政運営のため 小河原町8組に属する区民 1件
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