
項番 閲覧請求者／申出者 委託者 利用目的 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

1
防衛省
自衛隊兵庫地方協力本部

なし
自衛官及び自衛官候補生の募集に
関する案内の送付

令和3年4月21日、4
月22日、4月23日、4
月26日

平成15年4月2日～平成16年4月1日
生まれの男女

2
兵庫県
企画県民部ビジョン局ビジョン課

なし
「兵庫のゆたかさ指標」県民意識調
査

令和3年5月14日

小浜5丁目、寿町、弥生町、安倉北1丁
目、安倉中1丁目、伊孑志3丁目、東洋
町、福井町、谷口町、大吹町、鹿塩1丁
目、仁川月見ガ丘、仁川北3丁目、武庫
山1丁目、長寿ガ丘、光ガ丘1丁目、青
葉台1丁目、逆瀬台2丁目、桜ガ丘、川
面3丁目、栄町1丁目、売布ガ丘、中山
台2丁目、山本中2丁目、山本東1丁目、
平井3丁目、中山桜台4丁目、中筋4丁
目、山本南2丁目、口谷東3丁目、切畑
字モモンド、切畑字奥ンベフ、切畑字東
谷、切畑字北ラ石橋、切畑字北ノ浦、切
畑字奥ノ谷、切畑字川尻、切畑字芋生
根東、切畑字芋生根、切畑字宮ノ後、
切畑字鳥ケ脇、切畑字オヲツラ、切畑
字若宮谷、切畑字滝ケ平井、切畑字セ
ンハク、切畑字岡田カイチ、切畑字大
道ハタ、切畑字南カイチ、切畑字久保カ
イチ、切畑字湯屋ケ谷、切畑字小林坂
谷通、切畑字東カイチ中通、切畑字シ
イノ、切畑字東カイチ上通、切畑字林
畑、切畑字堂山、切畑字堂ノ前。切畑
字西ケ平、切畑字ヒヨ畑、切畑字辻ケ
谷、切畑字茶屋池ノ上、切畑字西大ツ
ラ、切畑字土ケ谷、切畑字東大ツラ、切
畑字箱ケ谷、切畑字一ノ滝、切畑字紺
青山、切畑字東谷、切畑字宝山裏、切
畑字向井山、切畑字元竹、切畑字大
原、切畑字鳥ガ脇、切畑字検見、切畑
字南宝山裏、切畑字桜小場、切畑字木
戸、切畑字北ノ山、切畑字中大原、切
畑字中尾、切畑字滝ガ鼻泉町
18歳以上の男女

3
兵庫県健康福祉部
健康局健康増進課

なし 健康づくり実態調査 令和3年7月15日 全域

4 宝塚健康福祉事務所 なし 国民健康・栄養調査 令和3年7月16日 逆瀬台１丁目の男女

5
防衛省
自衛隊兵庫地方協力本部

なし
自衛官及び自衛官候補生の募集に
関する案内の送付

令和4年1月13日、1
月14日、1月27日

平成12年4月2日～平成13年4月1日
生まれの男女

項番 閲覧請求者／申出者 委託者 利用目的 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

1 一般社団法人　中央調査社 NHK放送文化研究所
2021年全国放送サービス接触動向
調査

令和3年4月20日
泉町
7歳以上の男女

2
株式会社　インテージリサー
チ

国土交通省観光庁観光戦略
課
観光統計調査室

２０２１年度　旅行・観光消費動向調
査（一般統計調査）

令和3年5月11日
雲雀丘山手1丁目、雲雀丘山手2丁目、
花屋敷つつじガ丘
1世帯より１人

3 （株）日本リサーチセンター
公益財団法人 笹川スポーツ

財団
子ども・青少年のスポーツライフに関
する調査

令和3年5月19日
千種1～4丁目
4歳～21歳の男女

4
一般社団法人　新情報セン
ター

総務省統計局統計調査部
消費統計課

家計消費状況調査に伴う対象者抽
出

令和3年5月27日
安倉中6丁目
16歳以上の男女

5 一般社団法人　中央調査社 内閣府大臣官房政府広報室
道路に関する世論調査（附帯調査：
農業遺産）

令和3年6月9日
高司1・2丁目
18歳以上の男女

6 一般社団法人　中央調査社 株式会社野村総合研究所 日常生活に関するアンケート 令和3年6月9日
中山寺1・2・3丁目
15歳～79歳の男女

7 一般社団法人　中央調査社 NHK営業局計画管理部 受信契約状況実態調査 令和3年6月24日
中山桜台4・5・6丁目
18歳以上の男女

　上記期間にあった閲覧申出・請求にかかる事項について、住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写
しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、下記のとおり公表します。

国又は地方公共団体（住民基本台帳法第11条第3項に基づく公表分）

個人又は法人（住民基本台帳法第11条の2第12項に基づく公表分）

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況（令和3年4月～令和4年3月）



項番 閲覧請求者／申出者 委託者 利用目的 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

8 （株）日本リサーチセンター
厚生労働省大臣官房参事官
（自殺対策担当）

自殺対策に関する意識調査 令和3年6月24日
山本西2丁目、山本中2丁目
15歳以上の男女

9 一般社団法人　中央調査社
朝日新聞社　マーケティング
戦略本部 ビジネスインテリ
ジェンス部

2021年新聞およびWeb利用に関する
総合調査「くらしと情報についてのお
たずね」

令和3年6月24日
光明町、末広町
18歳以上の男女

10 一般社団法人　中央調査社
NHK放送文化研究所　世論調
査部

2021年9月東京オリンピック・パラリ
ンピックに対する調査

令和3年7月14日
安倉南4丁目
20歳以上の男女

11
一般社団法人　新情報セン
ター

国立研究開発法人　国立精
神・神経医療研究センター

第14回飲酒・喫煙・くすりの使用につ
いての全国調査

令和3年8月11日
高司1・2丁目
15歳～64歳の男女

12 （株）日本リサーチセンター
ＮＨＫ放送文化研究所　世論
調査部

メディア利用の生活時間調査2021 令和3年8月18日
売布東の町
10歳以上の男女

13 一般社団法人　中央調査社
地方独立行政法人　東京都
健康長寿医療センター

第10回長寿社会における中高年の
暮らし方の調査

令和3年8月18日
口谷西2・3丁目
60歳以上92歳以下の男女

14 一般社団法人　中央調査社
ＮＨＫ放送文化研究所　世論
調査部

全国メディア意識世論調査（メディア
利用についておたずねする調査）

令和3年8月18日
安倉南2丁目
16歳以上の男女

15 一般社団法人　中央調査社
ＮＨＫ放送文化研究所　世論
調査部

新型コロナウイルス感染症に関する
世論調査

令和3年9月8日
野上3丁目
18歳以上の男女

16 （株）日本リサーチセンター 日本銀行　情報サービス局
生活意識に関するアンケート調査
（第88回）

令和3年9月14日
高松町・谷口町
20歳以上の男女

17
一般社団法人　新情報セン
ター

総務省統計局統計調査部
消費統計課

家計消費状況調査 令和3年9月28日
寿町・米谷2丁目
16歳以上の男女

18
一般社団法人　新情報セン
ター

消費者庁 令和３年度消費者意識基本調査 令和3年9月30日
山本丸橋1丁目4～17番
15歳以上の男女

19 一般社団法人　中央調査社
株式会社時事通信社　大阪
支社

住民意識調査 令和3年10月20日
川面6丁目
20歳以上の男女

20
一般社団法人　新情報セン
ター

お茶の水女子大学
ゲーム障害（依存）に関する全国標
準サンプリング調査

令和3年10月21日
川面2・3・4丁目
10～59歳の男女

21 一般社団法人　中央調査社 内閣府大臣官房政府広報室 家族の法制に関する世論調査 令和3年11月9日
川面4丁目
18歳以上の男女

22 一般社団法人　中央調査社 大阪商業大学
健康と暮らしについての調査
（JGSS-2022H)

令和3年11月9日
中山台2丁目
20～89歳の男女

23 一般社団法人　中央調査社 株式会社　野村総合研究所 テレビ視聴に関する調査 令和3年11月9日
平井2丁目
16歳以上の男女

24 一般社団法人　中央調査社 文化庁　国語科 令和３年度　国語に関する世論調査 令和3年12月1日
小林1・2丁目
16歳以上の男女

25 （株）日本リサーチセンター 日本銀行　情報サービス局
生活意識に関するアンケート調査
（第89回）

令和3年12月1日
山本野里2・3丁目
20歳以上の男女

26 （株）日本リサーチセンター
内閣府政策統括官
（政策調整担当）

「子供・若者総合調査」の実施に向
けた
調査研究

令和3年12月22日
山本台3丁目、中筋山手4丁目、中筋2
丁目
10～15歳の男女

27 （株）エーフォース
国土交通省 不動産・建設経
済局　土地政策審議官部門
土地政策課

土地問題に関する国民の意識調査 令和4年1月12日
安倉南1丁目
20歳以上の男女

28
一般社団法人　新情報セン
ター

総務省統計局統計調査部
消費統計課

家計消費状況調査 令和4年1月26日
泉ガ丘
16歳以上の男女

29 一般社団法人　中央調査社 一般社団法人　宝くじ協会 宝くじに関する世論調査 令和4年2月2日
野上1・2丁目
18歳以上の男女

30 一般社団法人　中央調査社
公共財団法人　生命保険文
化センター

2022年度　生活保障に関する調査 令和4年2月2日
逆瀬台2・3丁目
18歳以上79歳以下の男女



項番 閲覧請求者／申出者 委託者 利用目的 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

31 （株）エム・アールビジネス
（株）日本能率協会総合研究
所

第13回大都市交通センサス調査 令和4年2月3日
武庫川町、旭町1丁目、向月町
5歳以上の男女

32 （株）日本リサーチセンター
ＮＨＫ放送文化研究所　世論
調査部

2022年度全国個人視聴率調査 令和4年3月29日
中筋2・3丁目
７歳以上の男女


