区のおしらせ７月 21 日号

平成29年（2017年）7月21日
（金曜日）
個人または法人による閲覧（平成28年度）

閲覧目的

閲覧年月日

国土交通省観光庁委託による「平成28年度旅行・観光消費動向調査」

5月18日

5月25日
6月8日
6月10日
6月22日
6月22日

東京都生活文化局委託による「都民生活に関する世論調査」

6月27日

5月19日

（株）日本リサーチセンター調査部部長
学校法人聖路加国際大学委託による「小児血液腫瘍発症に関わる環境およ
6月27日
9 中村美生（共同申出者）
（学法）聖路加国際
び遺伝的要因の疫学研究（子どもの健康と生活についてのアンケート）」
大学学長 福井次矢
学校法人立教学院委託による「21世紀の消費とくらしに関する調査」
東京都生活文化局委託による「ボランティア行動等実態調査」
東京都生活文化局委託による「都民のスポーツ活動・パラリンピックに関する世論調査」
学校法人駒沢大学委託による「リタイア期のライフスタイルとネットワークに関する調査」
ＮＨＫ放送文化研究所委託による「2016年10月東京オリンピック・パラ
リンピックに関する世論調査」

ＮＨＫ放送文化研究所委託による「政府の役割についての国際比較調査」 8月25日 日本橋浜町三丁目
9月7日

東京都福祉保健局委託による「居住環境に関するアンケート調査」

18歳～79歳の男女

11月22日 八丁堀三丁目

18歳以上の男女
20歳以上の男女

ＮＨＫ放送文化研究所委託による「テレビとスマートフォンなどの利用
についての調査」

1月20日 勝どき六丁目

内閣府経済社会総合研究所委託による「消費動向調査」

1月30日 築地五丁目、銀座五～七丁目

住民の範囲
東日本橋二丁目
全域 日本国籍を有する平成10年4月2日～平成11年4月1日生まれの男女
湊二丁目
湊二丁目
湊三丁目

提起などに関するものは除き

銀座二丁目、
湊三丁目、
新川二丁目、
日本橋蛎殻町
日本橋浜町三丁目、
月島二丁目、
晴海三丁目
1月31日 一丁目、
平成27年4月1日現在で15歳未満の男女
日本橋富沢町、日本橋浜町三丁目、佃一～二丁目
2月10日
平成29年4月2日現在で16歳以上の男女
晴海五丁目、東日本橋一丁目 平成23年4月2日～
3月17日
平成27年4月1日生まれの男女

☎
（３５４６）
５３２０

閲覧年月日
5月12日
7月5日・6日
7月15日
9月1日
9月6日

男女



宮 東京都教育委員会委託による「平成28年度集合住宅児童・生徒等出現率
実態調査」

13歳～59歳までの男女

28

住民基本台帳法に基づき平

1月20日

ます。

日本橋浜町二丁目 平成28年12月31日現在で18
歳以上の男女（日本人のみ）

ＮＨＫ放送文化研究所委託による「日本人と憲法2017」

成 年度の閲覧状況を公表し

湊三丁目、
日本橋堀留町一丁目、
日本橋浜町二丁目、
月島一丁目、勝どき六丁目 20歳以上の男女
国立大学法人東京大学委託による「日本のくらしと仕事に関する全国調査」平成29年1月18日 勝どき六丁目 20歳～79歳の外国人男女
東京都下水道局委託による「東京都下水道局の広報・広聴アンケート調査」12月14日

逢区民生活課総合窓口係

日本橋箱崎町、勝どき一丁目 昭和2年5月1日～
平成9年4月30日生まれの男女

ます
（別表１・２参照）
。

日本たばこ産業株式会社委託による「2017年全国たばこ喫煙者率調査」 11月30日

Ｅメールアドレス

11月17日 新川二丁目

日本銀行情報サービス局委託による「生活意識に関するアンケート調査」 11月28日 勝どき三～四丁目

閲覧目的
建築基準に関する調査
自衛官等募集調査
街区統合に伴う調査
街区統合に伴う調査
平成28年度福祉保健基礎調査

・区内に住民登録のある個人

登録方法

契約業者登録制度

区 で は、 区 の 発 注 す る 工

事・物品の購入・委託などの

次の書類を提出してくださ

い。

受注を希望する事業者を対象

に、次の二つの登録制度を設

・中央区小規模事業者登録申

請書

ど

・登記簿謄本または住民票な

けています。

競争入札参加資格登録制度

入札対象となる高額な契約

登録内容の変更および抹消

は、競争入札参加資格の登録

が必要になります。登録手続

があった場合や廃業、区外へ

所在地や名称、代表者名な

の転出、中央区競争入札参加

ど登録されている内容に変更

申請に必要な条件や手続き

資格の取得などにより登録の

きは、インターネットにより

などについて詳しくは、東京

抹消を希望する場合は届け出

受け付けを行っています。

電子自治体共同運営サービス

してください。

をご覧ください。

変更の場合

が必要です。次の書類を提出

村との契約を希望する場合も

・中央区小規模事業者登録変

なお、中央区以外の区市町

同時に申請できます。

更届

票など

・変更後の登記簿謄本、住民

受付期間

随時

ち、区内の中小事業者に対

抹消の場合

◎競争入札参加有資格者のう

しては、優先的に発注を行

・中央区小規模事業者登録抹

消届

◎詳しくは、区のホームペー

ジまたは区役所３階経理課

います。

区が発注する工事・物品の

小規模事業者登録制度

購入・委託などの契約のうち、

◎両制度に重複して登録する

契約係で配布している資料

ことはできません。目的に

をご覧ください。

対 象 に、 手 続 き の 簡 単 な
「小

応じてどちらかの制度を選

希望する区内の中小事業者を

規模事業者登録制度」を設け、

んで、申請してください。

「小額で簡易な契約」
の受注を

申請を受け付けています。

◎二つの制度とも、受注を保

証するものではありません。

☎
（３５４６）
５２６０

逢経理課契約係



茜東京電子自治体共同運営サ

ービス

http://www.e-tokyo.lg.jp/

受け付け日時

分～正午、午後

月～金曜日
（祝 日、 年 末 年

午前８時

始を除く）

１時～５時

受付場所

区役所３階経理課契約係

対 象

・区内に本社登記のある法人

30

男女

新川一丁目、東日本橋二丁目、晴海一丁目 20歳以上の男女
日本橋浜町一丁目 20歳以上の男女
月島四丁目 18歳以上の男女
勝どき五～六丁目 10歳以上17歳以下の男女
日本橋堀留町二丁目、勝どき二丁目 満20歳以上の男女
入船二丁目 20歳以上の男女
佃二丁目 16歳～60歳の男女
湊三丁目、築地七丁目、佃二丁目、月島三丁目 20歳以上の男女
日本橋堀留町二丁目、日本橋富沢町、日本橋人形
11月15日
町三丁目、日本橋小舟町 男女

国立大学法人お茶の水女子大学委託による「安心安全な社会とレジャー
に関する調査」
内閣府大臣官房政府広報室委託による「公共交通に関する世論調査」

国または地方公共団体の機関による閲覧（平成28年度）

名 称
中央区都市整備部建築課
自衛隊東京地方協力本部
中央区都市整備部建築課
中央区都市整備部建築課
東京都福祉保健局

1
2
3
4
5

満18歳以上の男女

東京消防庁委託による「消防に関する世論調査」
9月23日
厚生労働省自殺対策推進室委託による「自殺対策に関する意識調査」
9月28日
内閣府大臣官房政府広報室委託による「外交に関する世論調査」
9月28日
内閣府政策統括官委託による「青少年のインターネット利用環境実態調査」 9月30日
東京都生活文化局委託による「平成28年度広報広聴活動に関する調査」 10月12日
国土交通省土地・建設産業局委託による「平成28年度土地問題に関する国民の意識調査」 11月2日
東京都教育庁委託による「都立高校に関する都民意識調査」
11月10日
総務省情報通信国際戦略局委託による「通信利用動向調査」
11月14日

（株）ビデオリサーチ代表取締役社長 加藤讓（共同申出
NHK放送文化研究所委託による「幼児視聴率調査」
者）ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部部長 大滝昭彦

別表2

16歳以上の男女

八丁堀三丁目、月島一丁目

9月23日 新川一丁目

37（一社）新情報センター事務局長 平谷伸次 総務省統計局委託による「家計消費状況調査」
38

20歳以上の男女

ただし、犯罪捜査、訴訟の

（株）エントリーサポート代表取締役
36
崎昌則

8月10日 月島一丁目

東京都生活文化局委託による「健康と保健医療に関する世論調査」

26（一社）新情報センター事務局長 平谷伸次 総務省統計局委託による「家計消費状況調査」
（株）日本リサーチセンター調査部部長
27
中村美生
28（一社）中央調査社会長 大室真生
（株）日本リサーチセンター調査部部長 中村美生
29
（共同申出者）日本銀行情報サービス局局長 鶴海誠一
（株）ビデオリサーチ代表取締役社長 加
30 藤讓（共同申出者）日本たばこ産業（株）た
ばこ事業本部M＆S企画部長 西谷圭一
（株）都市交流プランニング代表取締役
31
長沢信三
32（一社）中央調査社会長 大室真生
（一社）新情報センター事務局長 平谷伸
33 次（共同申出者）ＮＨＫ放送文化研究所世
論調査部部長 大滝昭彦
（株）日本リサーチセンター調査部部長
34 中村美生（共同申出者）ＮＨＫ放送文化研
究所世論調査部部長 大滝昭彦
（一社）新情報センター事務局長 平谷伸
35 次（共同申出者）内閣府経済社会総合研究
所所長 前川守

7月22日
7月29日
8月3日
8月9日

ホームページアドレス

10（株）日本リサーチセンター調査部部長 中村美生
11（一社）輿論科学協会理事長 大宮泰三
12（株）エスピー研代表取締役 安良岡洋介
13（一社）新情報センター事務局長 平谷伸次
（一社）中央調査社会長 大室真生（共同申出者）
14
ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部部長 大滝昭彦
（一社）中央調査社会長 大室真生（共同申出者）
15
ＮＨＫ放送文化研究所世論調査部部長 大滝昭彦
16（一社）輿論科学協会理事長 大宮泰三
（株）アストジェイ代表取締役 日達富士美（共同申
17
出者）東京都福祉保健局健康安全部部長 小林幸男
18（株）エントリーサポート代表取締役 宮崎昌則
19（一社）中央調査社会長 大室真生
20（一社）中央調査社会長 大室真生
21（株）日本リサーチセンター調査部部長 中村美生
22（株）アストジェイ代表取締役 日達富士美
23（一社）中央調査社会長 大室真生
24（株）サンビジネス代表取締役 佐藤節子
25（一社）輿論科学協会理事長 大宮泰三

問い合わせ（申込）先

独立行政法人労働政策研究・研修機構委託による「第4回 若者のワーク
スタイル調査」
株式会社野村総合研究所委託による「テレビ視聴に関する調査」
内閣府大臣官房政府広報室委託による「国民生活に関する世論調査」
総務省統計局委託による「家計消費状況調査」
公益財団法人新聞通信調査会委託による「第9回メディアに関する全国世論調査」
朝日新聞社委託による「2016年新聞及びウェブ利用に関する総合調査」

住民の範囲
東日本橋一丁目、
日本橋横山町、
日本橋馬喰町二丁目
男女
勝どき三丁目、日本橋横山町、日本橋馬喰町一丁目
25歳～34歳の男女
新川一丁目 16歳以上の男女
入船一丁目 18歳以上の男女
明石町 男女
湊二丁目 18歳以上の男女
佃一丁目 15歳以上の男女
日本橋蛎殻町一丁目、入船二丁目 平成28年1月
1日時点で満18歳以上の男女
晴海一～二丁目、銀座六～八丁目、新富一～二丁目、入
船一～三丁目、湊一～三丁目、明石町、築地七丁目、八丁
堀一～四丁目、新川一丁目、日本橋人形町二～三丁目、
日本橋小網町、日本橋蛎殻町一丁目 0歳～19歳の男女
晴海一丁目 15歳～69歳の男女
築地二丁目、佃二丁目 満10歳以上の男女
日本橋箱崎町、勝どき三丁目 18歳以上の男女
月島二丁目 男女

凡例

氏名または名称、代表者など
（株）インテージリサーチ代表取締役社長
井上孝志
（株）サーベイリサーチセンター代表取締
2
役 戸祭浩
3 （一社）中央調査社会長 西澤豊
4 （一社）中央調査社会長 西澤豊
5 （一社）新情報センター事務局長 平谷伸次
6 （一社）中央調査社会長 西澤豊
7 （一社）中央調査社会長 西澤豊
（株）サーベイリサーチセンター代表取締
8
役 戸祭浩
1

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

別表1

No. １３２８

(4)

