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

閲覧者

（受託者）

1 平成27年10月15日 本上町　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9月1日～9月30日の間
に異動があった世帯

164件

2 平成27年10月15日
相之島区長
望月　賢一

区政運営のため 相之島町在住の全区民 426件

3 平成27年10月16日
仁礼町区長
田中　敏治

防災事業のため
区内関谷組、栃倉組に住む19
歳から35歳までの男女 110件

4 平成27年10月19日
相之島区長
望月　賢一

防災事業のため 18歳から35歳の男性区民 30件

5 平成27年10月19日
北相之島区長
畔上　順一

防災事業のため 18歳から35歳の男性区民 75件

6 平成27年11月2日
小河原町区長
吉池　實

区政運営のため 小河原町在住の全区民 255件

7 平成27年11月6日
仁礼町区長
田中　敏治

防災事業のため
仁礼町（中村組、新田組、常
盤組）に住む18歳から35歳の
男女

50件

8 平成27年11月10日
国土交通省北陸地方整備局

千曲川河川事務所

「千曲川の自然再生事
業に関するアンケー
ト」実施のため

平成27年10月1日現在20歳以上
の男女 10件

9 平成27年11月13日 穀町　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27年10月1日～10月31日の
間に異動があった世帯 147件

10 平成27年11月13日
村石町区長
小林　和雄

防災事業のため 15歳から35歳までの区民 118件

11 平成27年11月16日
亀倉町区長
長谷川　一

防災事業のため 18歳から35歳の区民 150件

12 平成27年11月26日
塩川町区長
上沢　守生

区政運営のため
昭和27年から昭和23年生まれ
の区民 141件

13 平成27年11月30日
亀倉町児童民生委員

石坂　勇
防災事業のため 亀倉町区民 2件

14 平成27年12月1日
穀町区長
中島　実

防災事業のため 18歳から35歳の男性区民 24件

15 平成27年12月1日
上町区長
塩野　元信

防災事業のため 18歳から35歳の男性区民 34件

16 平成27年12月7日
一般社団法人
中央調査社

会長　西澤　豊

株式会社
野村総合研究所

執行役員　村田　佳生

[テレビ視聴に関する調
査」実施のため

大字幸高に住む16歳以上の日
本人の男女 14件

17 平成27年12月15日 上町　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27年11月1日～11月30日の
間に異動があった世帯 126件

18 平成27年12月15日
坂田町区長
吉越　義明

区政運営のため 坂田町在住の全区民 838件

19 平成27年12月18日
豊丘町　民生児童委員

青木　茂子
区政運営のため

1組から4組に住む昭和11年4月
1日以前生まれの区民 64件

20 平成27年12月18日
豊丘町　民生児童委員

竹前　美由紀
区政運営のため

5組から8組に住む昭和11年4月
1日以前生まれの区民 21件
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21 平成27年12月22日
大日向町区長
山本　芳文

区政運営のため 大日向町在住の区民 461件

22 平成27年12月22日
新町区長
芳賀　恒雄

区政運営のため 新町区内に住む区未加入者 17件

23 平成27年12月24日
株式会社ビデオリサーチ
代表取締役　秋山　創一

日本たばこ産業株式会社
たばこ事業本部

マーケティング戦略部長
中込　敬介

「全国たばこ喫煙者率
調査」実施のため

大字日滝に住む大正15年5月1
日から平成8年4月30日生まれ
の男女

20件

24 平成27年12月25日
上八町　民生児童委員

関野　幸子
敬老事業のため 80歳以上の区民 68件

25 平成28年1月13日
仁礼町区長
青木　孝雄

区政運営のため

昭和49年～51年生まれ、平成3
年～5年生まれの男性区民
昭和58年～60年生まれ、平成9
年～11年生まれの女性区民

97件

26 平成28年1月15日 上町　他41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12月1日～12月28日の
間に異動があった世帯

126件

27 平成28年1月15日

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

NHK放送文化研究所
世論調査部

部長　重森　万紀

「食生活に関する世論
調査2016」実施のため

大字相之島、大字沼目に住む
16歳以上の男女 12件

28 平成28年1月19日
望岳台区長
南澤　幸雄

区政運営のため 望岳台区民すべて 308件

29 平成28年1月20日
塩川町区長
田中　政義

区政運営のため 塩川町に住む区民 5件

30 平成28年1月25日
本上町区長
鶴田　修

区政運営のため
昭和61年1月1日～平成８年12
月31日生まれの男性区民

22件

31 平成28年1月25日
常盤町区長
山岡　常夫

防災事業のため
昭和61年1月1日～平成８年12
月31日生まれの男性区民 13件

32 平成28年1月25日
上中町区長
花岡　袈裟好

防災事業のため
昭和61年1月1日～平成８年12
月31日生まれの男性区民 8件

33 平成28年1月27日

KCCSモバイルエンジニアリ
ング株式会社　代表取締役

社長　　角　秀男
共同申請

スリープロ株式会社
代表取締役社長　村田　峰

人

総務省情報通信国際戦略
局情報通信政策課

「通信利用動向調査」
実施のため

大日向町、小島町、豊島町、
八重森町に住む20歳以上の男
女

172件

34 平成28年1月27日
光ケ丘ニュータウン区長

山﨑　眞
区政運営のため

光ケ丘ニュータウン在住の区
民 650件

35 平成28年2月10日 自衛隊長野地方協力本部長 自衛隊募集業務
平成10年４月２日～平成11年
４月１日までに生まれた男女 537件

36 平成28年2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28年1月1日～1月31日の間
に異動があった世帯 115件

37 平成28年2月17日
一般社団法人
中央調査社

会長　西澤　豊

一般社団法人
宝くじ協会

理事長　横山　洋吉

[宝くじに関する世論調
査」実施のため

大字塩川に住む満１８歳以上
の日本人男女 19件

38 平成28年3月11日
南横町区長
塩崎　一晴

区政運営のため 南横町に住む住民 397件

39 平成28年3月15日 穀町　他44町区長
転入・転出に係る世帯
数増減を把握するため

平成28年2月1日～2月29日の間
に異動があった世帯 167件
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40 平成28年3月15日

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

金融候補中央委員会（日
本銀行情報サービス局

内）
会長　吉國　眞一

「家計の金融行動に関
する世論調査」実施の
ため

大字豊丘、大字塩野、大字米
子、大字亀倉に住む２０歳以
上の男女

16件
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