住民基本台帳閲覧状況の公表
閲覧年月日

閲覧者申出者の氏名
（法人の場合は名称及び
代表者又は管理者名）

（ 平 成 31 年 4 月 1 日 か ら 令 和 ２ 年 3 月 31 日 ま で の 期 間 ）

委

託

者

（株）日本リサーチセンター

1 平成31年4月11日 代表取締役社長 鈴木 稲 金融広報中央委員会
博

2 平成31年4月18日 （株）ゼンリン岐阜営業所

岐阜県知事 古田肇

3 平成31年4月25日 （株）ゼンリン岐阜営業所

岐阜県知事 古田肇

（株）中部タイムエージェント

4 令和1年5月24日 代表取締役 丹野 一成

岐阜県警察本部長

（社） 中央調査社
5 令和1年5月27日 会長 大室 真生
一般社団法人新情報セン

6 令和1年5月30日 ター
事務局長 平谷 伸次
(社) 中央調査

7 令和1年6月17日 会長 大室 真生

閲覧事由(利用目的)の概要

閲覧した住民の範囲

「家計の金融行動に関する世 ・兼山
・20歳以上の男女
論調査」対象者抽出のため
・１６人
・広見、広眺ケ丘10丁目、禅台
寺4丁目、大森、矢戸、川合、桜
ケ丘７丁目、若葉台8丁目、土
田、鳩吹台１丁目
・S15.1.1～H13.3.31生まれの男
女
・広見、広眺ケ丘10丁目、禅台
岐阜県との県政世論調査等業務 寺4丁目、大森、矢戸、川合、桜
ケ丘７丁目、若葉台8丁目、土
委託契約に係るアンケート調査依 田、鳩吹台１丁目
頼者取得のため
・S15.1.1～H13.3.31生まれの男
女

岐阜県との県政世論調査等業務
委託契約に係るアンケート調査依
頼者取得のため

・羽生ケ丘3丁目、下恵土、み
ずきケ丘2丁目、今渡、桜ケ丘7
警察業務に対するアンケート調査 丁目、光陽台5丁目、土田、長
坂2丁目、虹ケ丘３丁目
業務委託の対象者抽出のため
・18歳以上の男女

「国民生活に関する世論調査」の ・広眺ケ丘１～4丁目
実施のための対象者抽出
・満18歳以上の男女
内閣府 経済社会総合研 世論調査の対象者選定のため
究所
調査名：消費動向調査

・単身世帯の世帯主
・矢戸、塩、坂戸

「医療のかかり方・女性の健康に
内閣府大臣官房政府広報室
関する世論調査」の実施のため
の対象者抽出

・若葉台3丁目46番地～231番
地
・18歳以上の男女
・15人

（株）日本リサーチセンター

・光陽台2～7丁目、長坂7～
独立行政法人 労働政策 「60代の雇用・生活調査」の対象
8丁目
者抽出のため
博
・60歳～69歳の男女
2019年新聞およびweb利用に関
する総合調査実施のための対象 ・西帷子、菅刈
(社) 中央調査
朝日新聞社マーケティン
者の抽出
・15歳以上の男女
9 令和元年7月1日 会長 大室 真生
グ本部マーケティング部
調査名：くらしと情報についてのお ・23人
たずね
・大森、中恵土、広見、川
（株）東京商工リサーチ岐阜
合、今渡、下恵土、土田、長
岐阜県庁 環境生活部県 消費生活実態調査実施のための
坂、桜ケ丘、皐ケ丘
10 令和元年7月18日 支店
民生活課
対象者抽出
支店長 伊藤 真哉
・18歳以上の男女
・150人

8 令和1年6月18日 代表取締役社長 鈴木 稲 研究・研修機構

（社） 中央調査社

11 令和元年7月31日 会長 大室 真生

・禅台寺2～6丁目
内閣府大臣官房政府広報 男女共同参画社会に関する世論
・18歳以上の男女
室
調査の実施のための対象者抽出
・14人

（株）日本リサーチセンター

「生活意識に関するアンケート調 ・久々利

12 令和元年8月20日 代表取締役社長 鈴木 稲 日本銀行情報サービス局 査」（第80回）のための対象者抽 ・20歳以上の男女
博
（社） 中央調査社

13 令和元年9月12日 会長 大室 真生

出

15人

「外交に関する世論調査（附帯調 ・皐ケ丘5～9丁目
内閣府大臣官房政府広報
査：尖閣諸島）」の実施のための ・18歳以上の男女
室
対象者抽出
・13人

・大森、緑ケ丘、中恵土、広
（株）東京商工リサーチ岐阜
岐阜県庁 環境生活部環 「環境に関する県民等意識調査」 見、今渡、下恵土、土田、若
14 令和元年9月26日 支店
境企画課
の実施のための対象者抽出
葉台、光陽台、桜ケ丘
支店長 伊藤 真哉
・100人
一般社団法人新情報セン

15 令和元年10月17日 ター

消費者庁

事務局長 平谷 伸次
（株）インテージリサーチ
16 令和元年11月8日 代表取締役社長 井上 孝
志

（社） 中央調査社

17 令和元年11月11日 会長 大室 真生

・鳩吹台6・7丁目
「令和元年度消費者意識基本調
・15歳以上の男女
査」の対象者名簿作成のため
・25人

・鳩吹台5丁目
環境省地球環境局総務課 令和2年度家庭部門のCO2排出 ・昭和5年4月2日から平成12
低炭素社会推進室長
実態統計調査対象者抽出のため 年4月1日生まれの男女
・60人

（株）野村総合研究所

「テレビ視聴に関する調査」の実
施のための対象者抽出

・広眺ケ丘7丁目40番地～
・広眺ケ丘8丁目1番地～10
番地
・16歳以上の男女
・14人

・桜ケ丘1・2・5・6丁目
内閣府大臣官房政府広報 「社会意識に関する世論調査」の
・18歳以上の男女
室
実施のための対象者抽出
・29人
「2020年3月東京オリンピック・パ ・桜ケ丘7丁目
（社） 中央調査社
NHK放送文化研究所 世
ラリンピックに関する調査」実施の ・20歳以上の男女
19 令和2年1月16日 会長 大室 真生
論調査部
ための対象者抽出
・12人
「第2回OECD国際成人力調査
・松伏1～5丁目
（株）日経リサーチ ソリュー
国立教育政策研究所
（PIAAC)予備調査」の対象者抽出 ・16歳以上65歳以下の男女
20 令和2年1月17日 ション本部
のため
・36人
（社） 中央調査社

18 令和元年11月25日 会長 大室 真生

（株）中部タイムエージェント
岐阜県知事 古田肇
21 令和2年1月24日 代表取締役 丹野 一成

・久々利柿下入会、石井、矢
戸、桜ケ丘7丁目、光陽台6丁
「スポーツ実態調査委託業務」の 目、若葉台9丁目、鳩吹台2丁
目、羽生ケ丘5丁目、皐ケ丘6丁
対象者抽出のため
目、桂ケ丘3丁目
・20歳以上80歳未満の男女
・100人

（株）日本リサーチセンター

「生活意識に関するアンケート調 ・皐ケ丘１～４丁目

博

出

日本銀行 情報サービス
査」（第82回）のための対象者抽 ・20歳以上の男女
22 令和2年2月27日 代表取締役社長 鈴木 稲 局
・15人

