
秋田市公告

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第11条第３項および第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状況を別紙のと

おり公告する。

令和４年６月30日

秋田市長 穂 積 志



（ 別 紙 ）

国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 機 関 の 請 求 に よ る 住 民 基 本 台 帳 の 一 部
の 写 し の 閲 覧

（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）

閲 覧 請求をした国又は 請求事由の概要 閲覧にかかる住民の範囲

年月日 地方公共団体の機

関の名称

令和３年 秋田市生活総務課 地縁団体認可申請書 太平山谷字野田

７月７日 の区域世帯数および 15番地から208番

住民数を確認するた 地まで、太平山

め 谷字横道14番地、

202番地および太

平山谷字大沢176

番地２

令和３年 秋田市生活総務課 地縁団体認可申請書 豊岩豊巻字中島

10月13日 の区域世帯数および 79番地、81番地、

住民数を確認するた 82番地、84番地、

め 85番地、86番地、

87番地、89番地、

90番地、92番地、

94番地、97番地、

98番地、101番地、

102番地、 107番

地、113番地、

116番地、 117番

地、120番地１、

131番地、 153番

地、154番地、

155番地、 159番

地５、162番地、

163番地、 163番

地２、168番地、

169番地１、171

番地、174番地、

178番地、 180番

地、181番地２、

188番地、 188番

地３、189番地、

豊岩豊巻字内縄

尻１番地、２番

地４、３番地１、

５番地、11番地、

12番地、14番地、

20番地、49番地、

51番地、57番地、

62番地５、 77番

地、115番地、

128番地６、267

番地６、308番地

１、313番地、

338番地１、339

番地１、豊岩豊

巻字小林 37番地



１、40番地、42

番地、54番地、

58番地、60番地、

61番地、 64番地

および豊岩豊巻

字下四ツ112番地

令和３年 防衛省自衛隊 自衛官募集事務上必 平成16年４月２日 秋田市全域

11月９日 秋田地方協力本部 要なため から平成17年４月

10日 秋田募集案内所 １日までに生まれ

11日 た日本人の男女

12日



個 人 又 は 法 人 の 申 出 に よ る 住 民 基 本 台 帳 の 一 部 の 写 し の 閲 覧
（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）

閲 覧 申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧にかかる住民の範囲

年月日

令和３年 (株)日本リサーチ 2021年度全国個人視 平成26年12月31日 雄和平尾鳥およ

５月11日 センター 聴率調査 までに生まれた７ び河辺和田

代表取締役社長 歳以上の男女

杉原 領治

令和３年 (一社)中央調査社 テレビ視聴に関する 平成17年６月末日 高陽幸町および

５月12日 会長 境 克彦 調査 までに生まれた16 高陽青柳町

歳以上の日本人の

男女

令和３年 (株)インテージリ 旅行・観光消費動向 全年齢の男女 新屋松美町

５月13日 サーチ 調査

代表取締役社長

小田切 俊夫

令和３年 (一社)中央調査社 農山漁村に関する世 平成15年５月末日 土崎港北

５月25日 会長 境 克彦 論調査 までに生まれた満

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)中央調査社 日常生活に関するア 昭和16年７月１日 広面

６月８日 会長 境 克彦 ンケート から平成18年６月

末日までに生まれ

た満15歳以上79歳

以下の日本人の男

女

令和３年 (一社)中央調査社 道路に関する世論調 平成15年６月末日 土崎港中央

６月８日 会長 境 克彦 査 までに生まれた満

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)新情報セン 家計消費状況調査 平成17年４月１日 寺内蛭根二丁目

６月９日 ター 事務局長 以前に生まれた16 から三丁目まで

山本 恭久 歳以上の男女 および土崎港北

一丁目

令和３年 (一社)中央調査社 受信契約状況実態調 平成15年７月末日 旭川新藤田東町、

６月15日 会長 境 克彦 査 までに生まれた18 旭川南町、新屋

歳以上の男女 朝日町、飯島鼠

田四丁目、飯島

文京町、飯島松

根西町、飯島松

根東町、川元小

川町、川元開和

町、川元松丘町、

川元むつみ町、

将軍野東四丁目、

将軍野南一丁目

から二丁目まで、

土崎港中央三丁

目から五丁目ま

で、楢山南中町、

仁井田、広面、

桜ガ丘四丁目か

ら五丁目まで、



御野場一丁目か

ら二丁目まで、

山手台三丁目、

泉菅野一丁目か

ら二丁目までお

よび河辺和田

令和３年 (株)日本リサーチ 自殺対策に関する意 平成15年５月31日 桜一丁目から四

６月24日 センター 識調査 までに生まれた18 丁目まで

代表取締役社長 歳以上の男女

杉原 領治

令和３年 (株)日本リサーチ 生活意識に関するア 平成13年７月31日 土崎港中央五丁

６月25日 センター ンケート調査 までに生まれた20 目から七丁目ま

代表取締役社長 歳以上の男女 で

杉原 領治

令和３年 (一社)中央調査社 第14回メディアに関 平成15年７月末日 新屋元町

６月29日 会長 境 克彦 する全国世論調査 までに生まれた満

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)中央調査社 2021年９月東京オリ 平成13年12月末日 雄和戸賀沢およ

７月13日 会長 境 克彦 ンピック・パラリン までに生まれた20 び雄和相川

ピックに関する調査 歳以上の日本人の

男女

令和３年 (一社)輿論科学協 通信利用動向調査 平成13年４月１日 泉中央二丁目、

７月14日 会 理事長 以前に生まれた20 手形田中、大平

15日 井田 潤治 歳以上の世帯主 台二丁目から四

丁目まで、新屋

勝平台、大住一

丁目から二丁目

まで、寺内字三

千刈、飯島道東

一丁目から二丁

目まで、雄和下

黒瀬、雄和椿川

および雄和芝野

新田

令和３年 (一社)中央調査社 2021年新聞およびWeb 平成18年８月末日 添川

７月21日 会長 境 克彦 利用に関する総合調 までに生まれた満

査 15歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)中央調査社 第10回長寿社会にお 昭和３年10月１日 手形および新藤

７月27日 会長 境 克彦 ける中高年者の暮ら から昭和36年９月 田字大所

し方の調査 末日までに生まれ

た60歳以上92歳以

下の日本人の男女

令和３年 (株)フィデア情報 健康づくりに関する 満20歳以上の男女 秋田市全域

８月３日 総研 代表取締役 調査

５日 伊藤 兵一

６日

令和３年 (一社)中央調査社 移植医療に関する世 平成15年８月末日 河辺戸島

８月４日 会長 境 克彦 論調査 までに生まれた満

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)新情報セン 第14回飲酒・喫煙・ 昭和31年９月１日 新屋寿町４番か

８月11日 ター 事務局長 くすりの使用につい から平成18年８月 ら

山本 恭久 ての全国調査 31日までに生まれ

た15歳から64歳ま



での日本人の男女

令和３年 (株)日本リサーチ 第８回勤労生活に関 平成13年８月31日 広面

８月12日 センター する調査 までに生まれた20

代表取締役社長 歳以上の男女

杉原 領治

令和３年 (一社)中央調査社 全国メディア意識世 平成17年９月末日 太平

８月17日 会長 境 克彦 論調査 までに生まれた16

歳以上の男女

令和３年 (一社)中央調査社 国民生活に関する世 満18歳以上の日本 泉一ノ坪

８月17日 会長 境 克彦 論調査 人の男女

令和３年 (株)日本リサーチ メディア利用の生活 平成23年12月31日 上北手大戸、桜

８月18日 センター 時間調査2021 までに生まれた10 ガ丘四丁目およ

代表取締役社長 歳以上の男女 び大平台四丁目

杉原 領治

令和３年 (一社)中央調査社 健康・医療に関する 平成15年12月末日 仁井田新田

８月26日 会長 境 克彦 国際比較調査 までに生まれた18

歳以上の男女

令和３年 (一社)中央調査社 外交に関する世論調 平成15年８月末日 南通

８月31日 会長 境 克彦 査 までに生まれた満

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)新情報セン 令和３年度青少年の 平成15年 11月 2日 将軍野南

９月10日 ター 事務局長 インターネット利用 から平成23年11日

山本 恭久 環境実態調査 １日までに生まれ

た10歳から17歳ま

での日本人の男女

令和３年 (一社)中央調査社 離婚と子育てに関す 平成15年９月末日 旭川

９月28日 会長 境 克彦 る世論調査 までに生まれた満

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)新情報セン 家計消費状況調査 平成17年4月1日以 寺内高野、泉北

９月30日 ター 事務局長 前に生まれた16歳 三丁目から四丁

山本 恭久 以上の男女 目までおよび土

崎港東一丁目

令和３年 (一社)中央調査社 第５回くらしと生活 平成13年10月末日 高陽幸町および

10月19日 会長 境 克彦 設計に関する調査 までに生まれた満 高陽青柳町

20歳以上の日本人

の男女

令和３年 (株)サーべイリサ 孤独・孤立の実態把 満16歳以上の男女 浜田字館ノ前、

10月20日 ーチセンター 握のための全国調査 豊岩石田坂およ

代表取締役 び豊岩豊巻

藤澤 士朗

令和３年 (一社)中央調査社 メディアの利用と意 昭和26年12月１日 濁川

10月21日 会長 境 克彦 識に関する調査 から平成21年11月

30日までに生まれ

た12歳以上69歳以

下の男女

令和３年 (一社)新情報セン 令和３年度消費者意 平成18年10月31日 茨島七丁目６番

10月22日 ター 事務局長 識基本調査 以前に生まれた15 から

山本 恭久 歳以上の日本人の

男女

令和３年 (株)インテージリ 令和４年度家庭部門 昭和７年４月２日 仁井田本町六丁

10月28日 サーチ の「CO²」排出実態統 から平成14年４月 目

代表取締役社長 計調査 １日までに生まれ



小田切 俊夫 た男女

令和３年 (一社)新情報セン ゲーム障害（依存） 昭和36年12月１日 新屋比内町 11番

10月29日 ター 事務局長 に関する全国標準サ から平成23年11月 から

山本 恭久 ンプリング調査 30日までに生まれ

た10歳から59歳ま

での男女

令和３年 (一社)中央調査社 家族の法制に関する 平成15年11月末日 新屋松美ガ丘南

11月２日 会長 境 克彦 世論調査 までに生まれた満 町

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (一社)新情報セン 消費動向調査 日本人の男女 泉菅野一丁目か

11月５日 ター 事務局長 ら二丁目まで、

山本 恭久 泉三嶽根および

泉釜ノ町

令和３年 (一社)中央調査社 健康と暮らしについ 昭和７年１月１日 土崎港北

11月16日 会長 境 克彦 ての調査 から平成13年12月

31日までに生まれ

た20歳以上89歳以

下の日本人の男女

令和３年 (一社)中央調査社 くらしの好みと満足 昭和57年１月１日 新屋北浜町、新

11月16日 会長 境 克彦 度についてのアンケ から平成13年12月 屋勝平町、新屋

ート 31日までに生まれ 寿町および新屋

た20歳以上39歳以 松美町

下の日本人の男女

令和３年 (一社)中央調査社 復帰50年の沖縄に関 平成16年１月末日 下浜八田、豊岩

11月16日 会長 境 克彦 する意識調査 までに生まれた18 小山、下浜楢田

歳以上の男女 および雄和芝野

新田

令和３年 (一社)中央調査社 テレビ視聴に関する 平成17年12月末日 新屋前野町２番

11月16日 会長 境 克彦 調査 までに生まれた16 からおよび新屋

歳以上の日本人の 高美町

男女

令和３年 (一社)中央調査社 社会意識に関する世 平成15年11月末日 河辺三内

11月17日 会長 境 克彦 論調査 までに生まれた満

18歳以上の日本人

の男女

令和３年 (株)日本リサーチ ライフスタイルと社 昭和27年１月１日 泉中央五丁目、

11月26日 センター 会意識に関する調査 から平成13年12月 外旭川および広

代表取締役社長 31日までに生まれ 面

杉原 領治 た20歳から69歳ま

での男女

令和３年 (株)日本リサーチ 生活意識に関するア 平成14年１月31日 楢山南中町およ

11月26日 センター ンケート調査 までに生まれた20 び仁井田

代表取締役社長 歳以上の男女

杉原 領治

令和３年 (一社)中央調査社 令和３年度国語に関 平成17年12月末日 牛島西三丁目

12月７日 会長 境 克彦 する世論調査 までに生まれた満

16歳以上の日本人

の男女

令和４年 (一社)中央調査社 新たな時代における 平成20年４月２日 桜一丁目から三

１月20日 会長 境 克彦 子どもの学びと育ち から平成30年４月 丁目まで

についての全国調査 １日までに生まれ

た３歳以上13歳以

下の日本人の男女

令和４年 (一社)中央調査社 宝くじに関する世論 平成16年３月末日 土崎港北二丁目

１月25日 会長 境 克彦 調査 までに生まれた満 から三丁目まで、



18歳以上の日本人 保戸野桜町、保

の男女 戸野八丁および

保戸野中町

令和４年 (一社)新情報セン 家計消費状況調査 平成18年４月１日 泉中央一丁目、

２月８日 ター 事務局長 以前に生まれた16 泉中央五丁目か

山本 恭久 歳以上の男女 ら六丁目まで、

泉南一丁目、将

軍野堰越、桜台

一丁目および桜

台三丁目

令和４年 (一社)中央調査社 2022年度生活保障に 昭和17年４月１日 桜四丁目および

２月10日 会長 境 克彦 関する調査 から平成16年３月 横森一丁目から

末日までに生まれ 四丁目まで

た満18歳以上79歳

以下の日本人の男

女

令和４年 泉・緑の会 梅の苗木贈呈のため 令和３年１月から 泉小学校学区

２月15日 会長 遠藤 欽一 12月までに生まれ

た男女

令和４年 (一社)中央調査社 2022年全国放送サー 平成27年12月末日 山手台

３月１日 会長 境 克彦 ビス接触動向調査 までに生まれた７

歳以上の日本人の

男女


