法第１１条の２の１項１号の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同項第３号に掲げる活動
に係るものを除く。）の状況について、法第１１条の２第１２項、住民票省令第３条に基づき公表する。
令和2年度
申出者の氏名
(法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）
一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

閲覧に係る住民の範囲

利用目的の概要

閲覧の年月日

日本放送協会「2020年6月
全国放送サービス接触動
向調査」のための対象者
抽出
日本放送協会「テレビ視聴
に関する調査」のための対
象者抽出

令和2年4月22日

平野一丁目

7歳以上

令和2年5月7日

千住元町

16歳以上

一般社団法人 新情報センター 内閣府経済社会総合研究
事務局長 平谷 伸次
所「消費状況調査」のため
の対象者抽出

令和2年5月26日

関原二丁目、梅田六丁目

二人以上の世帯の
世帯主および単身
世帯の世帯主

一般社団法人 新情報センター 総務省統計局「家計消費
事務局長 平谷 伸次
状況調査」のための対象
者抽出

令和2年5月26日

弘道二丁目、鹿浜八丁目、谷
在家三丁目、鹿浜六丁目、南
花畑二丁目、柳原二丁目

16歳以上

㈱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「生活意識に関
するアンケート調査」のた
めの対象者抽出

令和2年6月11日

東和四丁目～五丁目

20歳以上

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

国土交通省観光庁「2020
年度旅行・観光消費動向
調査」のための対象者抽
出

令和2年6月23日

千住旭町

全年齢

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

朝日新聞社「2020年新聞
およびWeb利用に関する総
合調査」のための対象者
抽出

令和2年7月17日

梅島一丁目、東和五丁目、西
新井本町三丁目

15歳以上

株式会社 RJCリサーチ 代表取 東京都生活文化局「都民
締役 森住 邦明
生活に関する世論調査」の
ための対象者抽出

令和2年7月28日

伊興二丁目、扇二丁目、江北
四丁目、神明一丁目、千住宮
元町、竹の塚二丁目、西伊興
一丁目、花畑七丁目、堀之内
二丁目、柳原二丁目

18歳以上

株式会社 RJCリサーチ 代表取 東京都生活文化局「都民
締役 森住 邦明
生活に関する世論調査」の
ための対象者抽出

令和2年7月29日

伊興二丁目、扇二丁目、江北
四丁目、神明一丁目、千住宮
元町、竹の塚二丁目、西伊興
一丁目、花畑七丁目、堀之内
二丁目、柳原二丁目

18歳以上

㈱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
「2020年国民生活時間調
査」のための対象者抽出

令和2年8月6日

西保木間二丁目

10歳以上

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

日本銀行サービス局「生活
意識に関するアンケート調
査」のための対象者抽出

令和2年8月6日

扇一丁目、宮城一丁目

20歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

NHK放送文化研究所「メ
ディアがどのように利用さ
れているかをおたずねする
調査」のための対象者抽

令和2年8月26日

大谷田三丁目、一ツ家三丁目 16歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

申出者の氏名
(法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）
一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

閲覧に係る住民の範囲

利用目的の概要

閲覧の年月日

NHK放送文化研究所「食
生活に関する世論調査」の
ための対象者抽出

令和2年8月26日

中川五丁目

18歳以上

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「公共交通機関利用時
の配慮に関する世論調査」
のための対象者抽出

令和2年9月4日

入谷8丁目

18歳以上

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「薬局の利用に関する世
論調査」のための対象者
抽出

令和2年9月4日

一ツ家二丁目

18歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

NHK放送文化研究所「環
境に関する国際比較調査」
のための対象者抽出

令和2年9月4日

竹の塚2丁目

18歳以上

NHK放送文化研究所「テレ
ビ・インターネット動画など
がどのように見聞きされて
いるかをおたずねする調
査」のための対象者抽出
一般社団法人 新情報センター NHK放送文化研究所「東
事務局長 山本 恭久
日本大震災から10年 復
興に関する意識調査」のた
めの対象者抽出

令和2年9月9日

弘道二丁目、本木一丁目

13歳以上

令和2年9月14日

入谷九丁目、千住東二丁目

16歳以上

18歳以上

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

株式会社 エントリーサポート
代表取締役 宮崎 昌則

東京都生活文化局「広報
広聴活動に関する調査」の
ための対象者抽出

令和2年9月18日

青井三丁目、神明南二丁目、
入谷一丁目、新田二丁目、大
谷田二丁目、栗原二丁目、佐
野二丁目、鹿浜二丁目、千住
旭町、神明一丁目

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田 潤治

東京都生活文化局「男女
平等参画に関する世論調
査」のための対象者抽出

令和2年9月18日

伊興三丁目、扇三丁目、江北 18歳以上
二丁目、新田二丁目、千住関
屋町、椿二丁目、西新井四丁
目、花畑五丁目、保塚町、六月
三丁目

一般社団法人 新情報センター 消費者庁「令和二年度消
事務局長 山本 恭久
費者意識基本調査」のた
めの対象者抽出

令和2年9月18日

西綾瀬三丁目、六月二丁目

15歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

NHK放送文化研究所「新
型コロナウイルス感染症に
関する世論調査」のための
対象者抽出

令和2年9月23日

竹の塚四丁目

18歳以上

㈱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」のための対
象者抽出

令和2年9月23日

栗原二丁目、中川四丁目、皿
沼一丁目、皿沼二丁目

17歳以下

申出者の氏名
(法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）
株式会社 綜研情報工芸
代表取締役 本山 幸二

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

利用目的の概要
東京都福祉保健局「健康
増進法に基づくがん検診
の対象人口率等調査」の
ための対象者抽出

閲覧に係る住民の範囲

閲覧の年月日

令和2年9月24日、 青井四丁目、梅島一丁目、大 20歳以上の女性
25日、28日、29日、 谷田五丁目、古千谷本町一丁 40歳以上の男性
30日
目、神明三丁目、千住橋戸町、
東和四丁目、西新井栄町一丁
目、東綾瀬一丁目、南花畑四
丁目

公益財団法人新聞通信調
査会「第13回メディアに関
する全国世論調査」のため
の対象者抽出
内閣府大臣官房政府広報
室「地域社会の暮らしに関
する世論調査」のための対
象者抽出

令和2年9月25日

足立四丁目

18歳以上

令和2年9月25日

小台二丁目

18歳以上

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「外交に関する世論調
査」のための対象者抽出

令和2年9月25日

青井三丁目

18歳以上

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田 潤治

東京都福祉保健局「都民
の健康や地域とのつなが
りに関する意識・活動状況
調査」のための対象者抽
出

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

一般財団法人ゆうちょ財団
「第四回 家計と貯蓄に関
する調査」のための対象者
抽出

令和2年10月1日

株式会社 綜研情報工芸
代表取締役 本山 幸二

東京都福祉保健局「健康
増進法に基づくがん検診
の対象人口率等調査」の
ための対象者抽出

令和2年10月12日 青井四丁目、梅島一丁目、大 20歳以上の女性
谷田五丁目、古千谷本町一丁 40歳以上の男性
目、神明三丁目、千住橋戸町、
東和四丁目、西新井栄町一丁
目、東綾瀬一丁目、南花畑四
丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

令和2年9月28日、 青井一丁目、足立一丁目、綾 20歳以上
29日、30日 10月1 瀬一丁目、綾瀬六丁目、伊興
日、2日、6日、7日 本町一丁目、梅島二丁目、梅
田五丁目、扇一丁目、大谷田
一丁目、興野二丁目、加平二
丁目、弘道一丁目、江北四丁
目、佐野一丁目、鹿浜四丁目、
島根三丁目、新田三丁目、関
原二丁目、千住五丁目、千住
大川町、千住中居町、千住宮
元町、竹の塚四丁目、中央本
町二丁目、東和二丁目、舎人
二丁目、中川二丁目、西新井
一丁目、西新井六丁目、西新
井本町一丁目、西伊興三丁
目、西保木間四丁目、花畑七
丁目、東伊興三丁目、一ツ家
三丁目、保木間三丁目、南花
畑二丁目、六木一丁目、谷在
家一丁目、柳原一丁目

神明一丁目、古千谷本町一丁 20歳以上
目

申出者の氏名
利用目的の概要
(法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）
一般社団法人 新情報センター 総務省統計局「家計消費
事務局長 山本 恭久
状況調査」のための対象
者抽出

閲覧に係る住民の範囲

閲覧の年月日

令和2年10月16日 足立三丁目、鹿浜四丁目、六
町三丁目、保塚町、千住曙町

16歳以上

一般社団法人 新情報センター 福島県立医科大学「中高
事務局長 山本 恭久
年者の健康とライフスタイ
ルに関するアンケート2020
実施」のための対象者抽
出

令和2年10月19日 足立一丁目、東綾瀬三丁目

40歳以上85歳未満

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

国土交通省不動産・建設
毛在局土地政策課「令和
二年度土地問題に関する
国民の意識調査のための
対象者抽出

令和2年11月2日

神明三丁目

20歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

農林水産省消費・安全局
「「令和二年度 食育に関
する意識調査」のための対
象者抽出

令和2年11月2日

加賀一丁目

20歳以上

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
「令和二年度 男女間にお
ける暴力に関する調査」の
ための対象者抽出

令和2年11月2日

梅島二丁目

20歳以上

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

日本銀国情報サービス局
「生活意識に関するアン
ケート調査」のための対象
者抽出

令和2年11月13日 竹の塚五丁目、竹の塚六丁目 20歳以上

株式会社 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
代表取締役 藤澤 士朗

独立行政法人労働政策研 令和2年11月13日、 伊興三丁目、栗原三丁目、舎 25歳から34歳以下
究・研修機構「第五回 若
17日、20日
人五丁目、西新井栄町一丁
者のワークスタイル調査」
目、千住関屋町、足立四丁目、
のための対象者抽出
中央本町五丁目、南花畑二丁
目、保木間二丁目

株式会社 インテージリサーチ 環境省地球環境局「令和3
代表取締役社長 小田切 俊夫 年度家庭部門のCO２排出
実態統計調査」のための
対象者抽出

令和2年11月16日 西新井栄町一丁目

18歳から90歳以下

㈱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「第9回 令和2年11月18日 千住宮本町、千住元町
高齢者の生活と意識に関
する国際比較調査」のため
の対象者抽出

60歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

公益財団法人塩事業セン 令和2年11月18日 千住緑町三丁目
ター「家庭用塩の消費実態
に関する調査」のための対
象者抽出

20歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

大阪商業大学「健康と暮ら
しについての調査」のため
の対象者抽出

令和2年11月19日 江北三丁目、西新井栄町一丁 20歳以上89歳以下
目

申出者の氏名
(法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）
一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

利用目的の概要
株式会社野村総合研究所
「テレビ視聴に関する調
査」のための対象者抽出

閲覧に係る住民の範囲

閲覧の年月日

令和2年11月19日 青井二丁目、西新井栄町

16歳以上

株式会社 綜研情報工芸
代表取締役 本山 幸二

東京消防庁「消防に関する 令和2年11月25日 青井三丁目、伊興三丁目、梅 18歳以上
世論調査」のための対象
田八丁目、加平三丁目、佐野
者抽出
二丁目、神明二丁目、千住桜
木二丁目、中央本町一丁目、
中川二丁目、西新井本町一丁
目、東綾瀬一丁目、保木間五
丁目、谷中三丁目

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「第
二回OECD国際成人力調
査のための対象者抽出

令和2年12月24日 千住五丁目

16歳以上65歳以下

株式会社 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
代表取締役 藤澤 士朗

内閣府政策統括官「令和
二年度子供の生活状況調
査」のための対象者抽出

令和2年12月24日 千住五丁目

15歳

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

学校法人明治大学「弁護
士イメージ・弁護士アクセ
スについての全国調査」の
ための対象者抽出

令和3年1月18日

新田三丁目

20歳から69歳

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「第
二回OECD国際成人力調
査」のための対象者抽出

令和3年1月19日

千住五丁目

16歳以上65歳以下

株式会社 ｻｰﾍﾞｲﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ
代表取締役 藤澤 士朗

国立大学法人東京大学
「暮らしと仕事に関する全
国オンライン調査」のため
の対象者抽出

令和3年1月20日

西新井栄町一丁目

20歳から39歳

株式会社シムテクノ総研
代表取締役 山崎 泰嗣

東京都教育委員会「令和
二年度集合住宅児童・生
徒等出現率実態調査」の
ための対象者抽出

令和3年1月26日

梅田五丁目、千住桜木一丁目 0～17歳

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

日本銀行サービス局「生活
意識に関するアンケート調
査」のための対象者抽出

令和3年1月29日

江北三丁目、西伊興三丁目

20歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

NHK放送文化研究所
「2021年3月東京オリンピッ
ク・パラリンピックに関する
世論調査」のための対象
者抽出

令和3年2月3日

中央本町三丁目

20歳以上

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

文化庁国語課「令和二年
度国語に関する世論調査
のための対象者抽出

令和3年2月3日

小台二丁目、宮城一丁目

16歳以上

申出者の氏名
利用目的の概要
(法人の場合はその名称及び
代表者又は管理人の氏名）
一般社団法人 新情報センター 総務省統計局「家計消費
事務局長 山本 恭久
状況調査」のための対象
者抽出

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

令和3年2月3日、5 足立三丁目、梅田一丁目、江
日
北六丁目、一ツ家三丁目、千
住東二丁目、千住関谷町

16歳

一般社団法人 中央調査社
会長 境 克彦

NHK放送文化研究所
「2021年全国放送サービス
接触動向調査」のための
対象者抽出

令和3年3月16日

皿沼二丁目、東保木間一丁目 7歳以上

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

日本放送協会「2021年度
全国個人視聴率調査」の
ための対象者抽出

令和3年3月17日

西新井栄町二丁目、中川一丁 7歳以上
目

