閲 覧

住民基本台帳の一部写しの閲覧状況を公表します

●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閲覧及び住民票の写し等の交
付に関する省令第３条の規定に基づき、令和３年１月１日から令和３年12月31日までの閲覧状況を公表します。
閲覧年月日

閲

覧

者

委 託 者

閲覧事由の概要

閲覧した住民の範囲

2月16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

日本銀行情報サービス局

生活意識に関するアンケート 札内北栄町に在住する平成１３年４月３０
調査（第86回）
日以前の生年月日の男女 15名

2月17日

一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久

内閣府経済社会総合研究所

消費動向調査

緑町に在住する全ての男女 72名

4月20日

昇寿チャート株式会社
代表取締役 川井 清維

北海道総合政策部政策局
計画推進課

北海道総合計画の見直しに
係る道民意向調査

札内泉町に在住する18歳以上の男女 10
名

5月21日

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

農山漁村に関する世論調査

字明野、字軍岡、字大豊、字新川に在住
する満18歳以上の日本人男女 11名

5月26日

自衛隊帯広協力本部長
濱本 博文

7月27日

昇寿チャート株式会社
代表取締役 川井 清維

自衛官及び自衛官候補生等 平成18年４月2日から平成19年４月1日生
の募集事務
まれの日本人男女 116名

北海道総合政策部地域創生局
地域戦略課

北海道の人口減少に関する
意識調査

札内暁町に在住する18歳以上の男女 10
名

北海道総合政策部知事室
広報広聴課

令和３年度道民意識調査

札内あかしや町に在住する18歳以上の男
女 10名

7月29日

一般社団法人 新情報センター
事務局長 山本 恭久

国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 薬物依存研究部

第14回飲酒・喫煙・くすりの使 札内北栄町10番地以降に在住する15歳
用についての全国調査
以上64歳以下の男女 23名

10月27日

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

家族の法制に関する世論調
査

日本銀行情報サービス局

忠類栄町、忠類白銀町、忠類新生、忠類
東宝、忠類中当、忠類錦町、忠類西当、
生活意識に関するアンケート
忠類晩成、忠類日和、忠類古里、忠類幌
調査（第89回）
内、忠類明和、忠類元忠類、忠類本町に
在住する20歳以上の男女 15名

11月19日

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 杉原 領治

12月8日

宮城県仙台南警察署長
佐近 正浩

-

忠類白銀町に在住する満18歳以上の日
本人男女 13名

字猿別に在住する男女（死亡した方も含
む） 8名

犯罪捜査

●各公区長から公区活動に使用するために、それぞれの行政区在住者の閲覧がありました。
1月21日

緑町４公区長 柿崎 俊男（602名）

桂町２公区長 道西 義彦（279名）

4月26日

あかしや南２公区長 板垣 健三郎（502名）

1月28日

桜町南公区長 及川 清貴（10名）

若草町１公区長 北島 康治（363名）

4月28日

若草町１公区長 北島 康治（7名）

3月16日

緑町１公区長 折笠 政弘（96名）

3月19日

西町２公区長 渡辺 政博（421名）

あかしや南１公区長 村上 道隆（403名）

桜町北公区長 中村 政司（227名）

春日町公区長 佐川 寿勝（618名）

桜町南公区長 及川 清貴（747名）

緑町４公区長 柿崎 俊男（7名）

5月17日

新北町西公区長 西尾 治（646名）

共栄町３公区長 楠 快幸（188名）

6月1日

西猿別公区長 助川 順一（68名）

中央町２公区長 神山 央（460名）

桂町１公区長 佐藤 征夫（610名）

6月2日

泉東公区長 乾 政富（299名）

あかしや公区長 大野 義夫（342名）

南町１公区長 平譯 博美（279名）

6月14日

共栄町２公区長 古田 和昭（142名）

宝町公区長 髙畠 政由（239名）

旭町４公区長 阿部 麗子（161名）

4月1日

北町２公区長 下山 一志（387名）

4月12日

4月15日

若草町２公区長 中村 史郎（543名）

4月20日

4月8日

依田公区長 山口 文宏（27名）
5月10日

文京町公区長 中橋 伸勝（21名）
みずほ町公区長 大西 隆之（10名）

豊町公区長 渡邊 寛文（443名）
7月20日

緑町３公区長 稲上 豊彦（617名）

相川北公区長 小山 秀樹（87名）

文京町公区長 中橋 伸勝（870名）

千住東公区長 山内 和昭（42名）

8月2日

寿町１公区長 森脇 登（156名）

東春日公区長 久世 政雄（159名）

桜町中央公区長 若山 茂樹（404名）

9月1日

忠類白銀町公区長 姉﨑 二三男（262名）

みずほ町公区長 大西 隆之（354名）

若草町３公区長 岡田 智之（398名）

10月19日 暁町東公区長 谷口 和弥（510名）

泉町公区長 岡﨑 節子（370名）

10月21日 宝町公区長 髙畠 政由（236名）

途別公区長 中村 由治（242名）

忠類本町公区長 中川 正則（185名）

10月26日 北町２公区長 下山 一志（7名）

北栄町１公区長 山谷 孝之（672名）

忠類錦町公区長 佐藤 博志（149名）

11月10日 桜町南公区長 及川 清貴（728名）

北栄町２公区長 青山 繁則（1012名）

忠類幌内公区長 西久保 光浩（35名）

12月14日 日新２公区長 松田 郁夫（85名）

寿町１公区長 森脇 登（160名）

暁町東公区長 谷口 和弥（507名）

4月23日
4月12日

■問い合わせ先 住民生活課住民係 （電話【幕】54-6602）

