
四日市市告示 第 142 号
　

　住民基本台帳法（昭和４２年７月２５日法律第８１号）第１１条の２第１２項の規定に基づき、

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を公表する。

　　　　令和 2 年 3 月 30 日

四日市市長　　森　智　広

名称 代表者氏名

1 H30.5.2
(株)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 吉田理恵

「６月全国個人視聴率調査」の対象
者抽出のため

富田一丁目
7歳以上の男女(平成23年12月
31日生まれまで)

2 H30.5.2
(株)日本リサーチセン
ター

代表取締役社
長 鈴木稲博

金融広報調査委
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」の対象者抽出のため

松寺２～３丁目
２０歳以上の男女（平成１０年
５月３１日生まれまで）　２２名

3
H30.5.8
H30.5.9

一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

NHK放送文化研
究所 世論調査
部
部長 吉田理恵

「2018年6月 全国放送サービス接触
動向(テレビ・ラジオなどがどのよう
に見聞きされているかをおたずねす
る調査)」実施のための対象者抽
出。

生桑町(７歳以上の男女(平成
２３年１２月末まで生まれ)) 12
名

4 H30.5.8
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

NHK放送文化研
究所 世論調査
部
部長 吉田理恵

「日本人の意識調査」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)

桜新町２丁目(16歳以上の日
本人の男女(平成14年12月末
まで生れ)) 15名

5
H30.5.10
H30.5.11
H30.5.15

学校法人津田学園
津田第二幼稚園

花井貞明

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者に情報を提供し、子育て
支援や幼稚園の選択に役立てても
らう為

笹川二～九丁目、波木町、波
木ケ丘、貝家町、南小松、北
小松、釆女町、釆女が丘、波
木南台、小古曽、小古曽東、
森ヶ山
(H27.4.2～H29.4.1生)

6

H30.5.16
H30.5.24
H30.5.31
H30.6.5

羽津文化幼稚園 園長 中村和生 幼児教育の振興と情報の提供
羽津地区、海蔵地区、中部地区、
橋北地区、三重地区、常磐地区
(H28.4.2～H29.4.1)

7 H30.5.22
学校法人津田学園
津田第一幼稚園

園長 原田千代
子

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者に情報を提供し、子育て
支援や幼稚園の選択に役立てても
らう為

大字塩浜、塩浜町、中里町、
御薗町、塩浜本町、七つ屋
町、海山道町、宮東町、小浜
町、馳出町、大字馳出、水沢
町、水沢野田町、小山町、鹿
間町、山田町、西山町、内山
町、美里町、大名町、和無田
町
(H27.4.2～H29.4.1男女)

8

H30.5.18
H30.5.23
H3.6.1
H30.6.6

富田文化幼稚園 園長 中村和生 幼児教育の振興と情報の提供

富田地区、富洲原地区、大矢
知地区、八郷地区、下野地
区、保々地区、海蔵地区、羽
津地区、常磐地区、中部地
区、橋北地区、三重地区
(H28.4.2～H29.4.1男女)

9 H30.5.25
学校法人津田学園
津田第一幼稚園

園長 原田千代
子

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者に情報を提供し、子育て
支援や幼稚園の選択に役立てても
らう為

貝家町、内堀町、川尻町、河
原田町、大治田町、本郷、北
五味塚、南五味塚、南川、小
倉、吉崎、北一色
(H27.4.2～H29.4.1男女)

住民基本台帳閲覧申出者・利用目的等一覧（平成30年度）

閲覧日
閲覧申出者

委託者 閲覧目的 対象住民の範囲



10
H30.5.29
～H30.5.30

海の星カトリック幼稚
園

園長 神馬久美

子育ての手段を求める地域の保護
者に、子育ての参考資料として役立
てていただくための資料やイベント
を紹介する。

本庁地区、ときわ、日永、塩
浜、楠地区
H28.4.2～H29.4.1生まれの男
女

11 H30.5.30
学校法人津田学園
津田第一幼稚園

園長 原田千代
子

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者に情報を提供し、子育て
支援や幼稚園の選択に役立てても
らう為

小林町、高花平、八王子町、
室山町、西日野町、東日野
町、笹川
(H27.4.2～H29.4.1男女)

12 H30.6.1
学校法人津田学園
津田第一幼稚園

園長 原田千代
子

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者に情報を提供し、子育て
支援や幼稚園の選択に役立てても
らう為

日永、大字六呂見、大字日
永、日永東、日永西、前田町、
追分、泊山崎町、泊町、泊小
柳町、大字泊村
(H27.4.2～H29.4.1男女)

13 H30.6.7
(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　鶴海誠一

「生活意識に関するアンケート調
査」（第75回）の対象者抽出の為。

大字西阿倉川、西伊倉町、西
浦一丁目

14 H30.6.7
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

株式会社 野村
総合研究所 執
行役員 中島 久
雄

「テレビ視聴に関する調査」の実施
の為の対象者抽出。NHKのイメージ
や放送一般についての意見や感じ
方をはじめ、利用者の状況などを把
握しテレビ放送の質の向上、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。

八千代台二丁目
16歳以上の日本人の男女(平成
14年6月末日生まれまで)
久保田二丁目6、7、19番
18歳以上の日本人の男女(平成
12年5月末日生まれまで)

15 H30.6.7
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

内閣府大臣官房
政府広報室　政
府広報室長
原　宏彰

「国民生活に関する調査」実施のた
めの対象者抽出。現在の生活や今
後の生活についての意識・家族・家
庭についての意識など、国民の生
活に関する意識や要望を種々の観
点でとらえ、広く行政一般の基礎資
料とする。

久保田2丁目6，7，19番
満18歳以上（平成12年5月末日ま
でに生まれた）日本人の男女　30
名

16 H30.6.14
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

株式会社 野村
総合研究所 執
行役員 中島 久
雄

「生涯学習に関する調査」（附帯調
査:「アイヌ政策」）実施の為の対象
者抽出。生涯学習及びアイヌ政策
に関する国民の意識を把握し、今後
の対策の参考とする。

富田一色町19～21番
18歳以上の日本人の男女(平成
12年5月末日生まれまで)

17 H30.6.21
一般社団法人 新情報
センター

事務局長 平谷
伸次

文部科学省 生
涯学習政策局政
策課
課長 寺門 成真

進路や就業に関する意識調査

平成13年4月2日から平成13年
12月31日に出生の日本国籍を
有する男女（7月10日～17日
出生の者を除く）

18

H30.7.26
H30.7.27
H30.8.2
H30.8.3

学校法人津田学園
津田三滝幼稚園

森田志津代

子育て支援活動の情報提供として、
同年齢の子ども同士の交流の場、
情報交換の場(子育ての悩みなど)
お子さまの豊かな育ちを願って支援
させて頂きたい。また、幼稚園がお
こなっている教育内容などを保護者
へ情報提供し、子育てや幼稚園選
択に役立ててもらうため

川島、ときわ、浜田、中央、同
和、共同、神前、県、桜、海
蔵、羽津、三重
(H29.4.2～H30.4.1男女)

19 H30.6.29
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

朝日新聞社 マー
ケティング本部
マーケティング部
部長 田中 志織

「2018年新聞及びウェブ利用に関す
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」の調査
実施のための対象者抽出。新聞の
講読状況やその他メディアに対する
意識調査をし、今後望まれるマスメ
ディアのあり方を解明する。

坂部が丘二丁目
満15歳以上(平成14年8月末ま
で生まれ)の日本人の男女(24
名)

20 H30.6.29
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

株式会社 野村
総合研究所 常
務執行役員 村
田 佳生

「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、生きがい・不安、仕事
観、家族・人間関係、家計・消費・余暇
活動について調査を行い、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。

南坂部町
満15歳以上79歳以下(平成13
年7月1日～平成15年6月末ま
で生まれ)の日本人の男女(39
名)



21 H30.6.29
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

内閣府大臣官房
政府広報室 政
府広報室長 原
宏彰

「子供の女性被害防止対策に関す
る世論調査」実施のための抽出。子
供の女性被害防止対策に関する国
民の意識を把握し、今後の施策の
参考とする。

桜台３丁目
満18歳以上(平成12年6月末ま
でに生まれた)日本人男女(15
名)

22 H30.6.29
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

朝日新聞社 マー
ケティング本部
マーケティング部
部長 田中 志織

「2018年新聞及びウェブ利用に関す
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」の調査
実施のための対象者抽出。新聞の
講読状況やその他メディアに対する
意識調査をし、今後望まれるマスメ
ディアのあり方を解明する。

坂部が丘２丁目
満15歳以上(平成15年8月末ま
でに生まれた)日本人男女(24
名)

23 H30.6.26 羽津文化幼稚園 園長 中村和生 幼児教育の振興と情報の提供
中部地区、常磐地区(H28.4.2～
H29.4.1)

24 H30.7.5
一般社団法人 新情報
センター

事務局長 平谷
伸次

文部科学省 生
涯学習政策局政
策課
課長 寺門 成真

進路や就業に関する意識調査

笹川一～九丁目、桜町
平成13年4月2日から平成13年
12月31日に出生の日本国籍を
有する男女（7月10日～17日
出生の者を除く）

25 H30.7.25
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

NHK報道局選挙
プロジェクト 選挙
プロジェクト事務
局長
二瓶 泰明

「地域の暮らしに関する意識調査」
のための対象者抽出。

ときわ一丁目・二丁目
平成30年9月末時点で18歳以
上の日本人の男女(平成12年9
月末まで生まれ）の日本人男
女

26 H30.8.8
学校法人津田学園
津田第二幼稚園

花井貞明

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者に情報を提供し、子育て
支援や幼稚園の選択に役立てても
らう為

笹川二～九丁目、波木町、波
木ケ丘、波木南台、貝家町、
南小松、北小松、采女町、采
女が丘、小古曽、小古曽東、
小古曽町、森が山
(H27.4.2～H29.4.1生男女)

27 H30.8.9
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

NHK放送文化研
究所 世論調査
部
部長 吉田理恵

「2018年10月東京オリンピック・パラ
リンピックに関する世論調査」実施
のための対象者抽出。

末永町
20歳以上の日本人の男女(平
成10年12月末まで生まれ）の
日本人男女 12名

28 H30.8.9
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

内閣府大臣官房
政府広報室 政
府広報室長 日
下正周

「食と農林漁業に関する世論調査」
実施のための抽出。救急に関する
国民の意識を把握し、今後の施策
の参考とする。

東日野町
満18歳以上(平成12年7月末ま
でに生まれた)日本人男女(15
名)

29 H30.8.22
(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　中川 忍

「生活意識に関するアンケート調
査」（第76回）の対象者抽出の為。

別名五～六丁目
満20歳以上(平成10年10月末
までに生まれ)の男女(15名)

30 H30.8.28
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

NHK放送文化研
究所 世論調査
部 世論調査部
長 吉田 理恵

「生活意識に関する国際比較調査」
実施のための対象者抽出。

楠町本郷
1８歳以上(平成１２年１２月末
まで生まれ)の日本人の男女
（１２名）

31 H30.9.4
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生
農林水産省
消費・安全局長
池田一樹

「平成30年度食育に関する意識調
査」実施のための対象者抽出。

前田町13番、14番

32 H30.9.10
宗教法人安正寺 ロー
ズ幼稚園

園長 山田 孝
文

10/6実施の運動会の案内状を乳幼
児の家庭に配布し、園の運営方針
を紹介するため。

桜町、桜台本町、智積町、桜
花台、桜新町

33 H30.9.20
㈱日本リサーチセン
ター

代表取締役社
長 鈴木稲博

大学共同利用機
関法人 情報・シ
ステム研究機構
統計数理研究所
所長 樋口 知之

「日本人の国民性 第14次全国調
査」の対象者抽出のため

天カ須賀5丁目
(20歳以上84歳以下の男女(昭
和8年10月1日～平成10年9月
30日生まれ) 16名



34 H30.9.20
㈱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 吉田理恵

「11月全国個人視聴率調査」の対象
者抽出のため

諏訪町(7歳の男女(平成23年
12月31日生まれまで))

35 H30.10.10
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生
経済産業省
製品事故対策室
室長 大澤 活司

「冷暖房機器・電化製品の安全に関
するアンケート調査」実施のための
対象者抽出。

40歳以上の日本人の男女
(昭和53年10月末まで生まれ)

36 H30.10.12
学校法人津田学園
津田三滝幼稚園

園長 森田志津
代

子育て支援活動の情報提供として、
同年齢の子ども同士の交流の場、
情報交換の場(子育ての悩みなど)
お子さまの豊かな育ちを願って支援
させて頂きたい。また、幼稚園がお
こなっている教育内容などを保護者
へ情報提供し、子育てや幼稚園選
択に役立ててもらうため

羽津、三重
(平成29年4月2日～平成30年4
月1日)

37
H30.10.16
H30.10.17
H30.10.25

学校法人津田学園
津田第一幼稚園

園長 原田千代
子

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者に情報を提供し、子育て
支援や、幼稚園の選択に役立てて
もらう為

H29.4.2～H30.4.1 男女

38
H30.10.17
H30.10.18
H30.10.23

学校法人 津田学園
津田第二幼稚園

園長 花井 貞
明

幼稚園が行っている教育内容や方
法を保護者の方に情報提供し、子
育て支援を行うため。

笹川二～九丁目、波木町、波
木ヶ丘、波木南台、貝家町、南
小松、北小松、采女町、采女
ケ丘、小古曽、小古曽東、小
古曽町、森が山
(平成28年4月2日～平成30年4
月1日 男女)

39 H30.10.23
一般社団法人 新情報
センター

事務局長 平谷
伸次

消費者庁
長官 岡村 和美

「平成30年度消費者意識基本調査」
の対象者名簿作成のため

四日市市笹川九丁目7～
(15歳以上の日本国籍を有す
る者)

40 H30.10.23
一般社団法人 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(青少年
環境整備担当)
堀  誠司

「平成30年度青少年のインターネッ
ト利用環境調査」の対象者名簿作
成のため

四日市市西日野町13～
(平成12年11月2日～平成日本
国籍を有する者)

41 H30.10.23
一般社団法人 新情報
センター

事務局長 平谷
伸次

NHK放送文化研
究所 世論調査
部
部長 吉田理恵

「メディア接触と政治についての調
査」の対象者名簿作成のため

四日市日永西三丁目
(平成30年12月末時点で日本
国籍を有する男女)

42 H30.11.7 (㈱)ＲＪＣリサーチ
代表取締役 佐
野 耕太郎

内閣府大臣官房
政府広報室長
原 宏彰

内閣府官房政府広報室(内閣府)が
実施する「成年年齢の引下げに関
する世論調査」対象者抽出のため

日本国籍をもつときわ5丁目
(16～22歳 13名 40～59歳 5名
計18名)

43 H30.11.7
株式会社 インテージリ
サーチ

代表取締役社
長 井上孝志

環境省地球環境
局総務課低炭素
社会推進室長
木野 修宏

平静31年度 家庭部門のCO2排出
実態統計調査対象者抽出のため

大矢知町(昭和4年4月2日から
平成11年4月1日生まれ)

44 H30.11.13 (㈱)ＲＪＣリサーチ
代表取締役 佐
野 耕太郎

内閣府大臣官房
政府広報室長
原 宏彰

内閣府官房政府広報室(内閣府)が
実施する「成年年齢の引下げに関
する世論調査」対象者抽出のため

日本国籍をもつときわ5丁目
(16～22歳 1名)

45 H30.11.14
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

株式会社 野村
総合研究所 執
行役員 中島 久
雄

「テレビ視聴に関する調査」の実施
の為の対象者抽出。NHKのイメージ
や放送一般についての意見や感じ
方をはじめ、テレビ・ラジオその他メ
ディアに対する生活者の利用状況
などを把握し、テレビ放送の質の向
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。

八田一丁目１２番～(16歳以上
※平成１４年１２月末まで生ま
れ)14名



46 H30.11.22
一般社団法人 新情報
センター

事務局長 平谷
伸次

国立病院機構
久里浜医療セン
ター 院長 樋口
進

「インターネット使用と生活習慣に関
する実態調査」の対象者名簿作成
のため

四日市市南富田町１番～

47 H30.11.29
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生
上智大学 学長
曄道 佳明

「第4回家族にういての全国調査」実
施のための対象者抽出。日本人の
家族の在り方を探るために。家族構
成、家族に関わる意識・行動の現状
を把握し、将来の変化を予測するた
め。また、過去の調査と時系列比較
するため。

別名４丁目５番～(満28歳～72
歳(昭和21年1月1日～平成2年
12月末日まで生まれ)) 日本人
の男女 20名

48 H30.11.29
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生
駒澤大学　学長
長谷部八郎

「文化と意識に関する全国調査」実
施のための対象者抽出。<調査の
目的>ＩＣＴ技術の浸透やグローバル
化と共に勃発しつつある「新しい文
化資本」」とは何かを明らかにする
ために、さまざまな角度から文化活
動や趣味の実態を調査する。また、
信頼や寛容性の意識との関連性を
調べ、日本が開かれた文化立国と
なるための政策的提言の基礎資料

平津町（18歳以上59歳以下の
日本人の男（昭和34年1月1日
～平成12年12月末まで生ま
れ）20名）

49 H30.12.20
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

内閣府大臣官房
政府広報室　政
府広報室長
原　宏彰

「社会意識に関する世論調査」実施
のための対象者抽出。
社会や国に対する国民の基本意識
の動向を調査し。広く行政一般のた
めの基礎資料とする。

あがたが丘一丁目（満18歳以
上の日本人の男女（平成12年
12月末日まで生まれ)30名）

50 H31.1.24
一般社団法人 中央調
査社

会長 大室真生

慶応義塾大学
パネルデータ設
計・解析センター
センター長　山本
勲【商学部教授）

日本家計パネル調査「就業と生活
について」の対象者抽出のため。
【調査の目的】就業、住所、家計に
ついての調査を行い、生活・経済関
連のぱあネルデータ調査データの
構築を行うと共に、データの解析・
研究を通して、社会構造分析、社会
政策提言のための資料とする。

小古曽5丁目～
昭和24年2月1日～平成11年1
月末日まで生まれの日本人の
男女　35名

51 H31.2.26
（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　中川　忍

「生活意識に関するアンケート調
査」（第７８回）の対象者抽出のた
め。

桜花台２丁目、南坂部町の２０
歳以上の男女（平成１１年４月
３０日生まれまで）

52 H31.2.27
一般社団法人　中央
調査社

会長 大室真生

公益財団法人
生命保険文化セ
ンター　代表理
事　鈴木　勝康

「2019年度　生活保障に関する調
査」実施のための対象者抽出。社
会環境変化に伴う人々の生活保障
意識や保障準備の実態を時系列で
把握し、基礎資料を作成する。

波木町の満18歳以上69歳以
下（昭和24年4月1日～平成13
年3月末日まで生まれ）　日本
人の男女　30名

53 H31.2.27
一般社団法人　中央
調査社

会長 大室真生
国立大学法人
東京大学　総長
五神　真

「少子高齢化社会の段階構造に関
する実証研究」（日本学術振興会
科学研究費補助金　基盤研究（Ａ）
課題番号18Ｈ03647）の一環として
実施する「中高年の生活実態に関
する全国調査のための対象者抽
出。50代男女個人の経済状況や世
帯状況、同居・別居の親族や近隣、
地域との交流がどの程度なされて
いるかなど人的ネットワークの保有
状況を中心に生活実態について調
査し、高齢社会の新たな段階構造
の解明と公共性概念の構築につい
て研究することを目的とする。調査
への協力に同意した対象者には継
続的に調査を実施する。

大矢知新町、大矢知3100番台
～3300番台



54 H31.2.27
一般社団法人　中央
調査社

会長 大室真生

一般社団法人
日本宝くじ協会
理事長　横山
洋吉

「宝くじに関する世論調査」実施のた
めの対象者抽出。「宝くじ」について
の一般消費者の意識や評価、購入
実態を調べ、宝くじの健全な発展・
普及のための資料作成を目的とす
る。この調査は3年に１度行われて
いる時系列調査である。

①松寺6丁目12番～
②松寺2丁目12番～

満18歳以上（平成13年2月末
日まで生まれ）日本人の男女
各23名（合計46名）

55 H31.2.28
一般社団法人　新情
報センター

事務局長 平谷
伸次

国立大学法人
東京大学　社会
科学研究所　教
授　石田　浩

「親子関係についての人生振り返り
調査（3世代調査）」の対象者名簿作
成のため

四日市市前田町７～
昭和24年3月1日～昭和34年2
月28日に生まれた男女個人

56

H31.3.5
H31.3.7
H31.3.8
H31.3.13

学校法人津田学園
理事長　津田
浩二

本学が行っている教育内容や活動
を保護者に情報提供するため。

八郷・大矢知・富洲原・保々・
富田・下野・中央・共同・同和・
浜田・海蔵・羽津・橋北・川島・
櫻・日永・四郷・三重・県・神前
平成19年4月2日生～平成20
年4月１日生の男女

57 H31..3.14
（株）日本リサーチセン
ター

代表取締役社
長
鈴木　稲博

金融広報調査委
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」の対象者抽出のため

広永町
20歳以上の男女（平成11年5
月31日生まれまで）22名


