
 

 

「選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本」閲覧者一覧      令和４年４月～９月分 
上記期間にあった閲覧申出に係る事項について、公職選挙法第２８条の４第７項（第３０条の１２で準用する場合を含む）及び公職選挙法施行規則第３

条の４（在外選挙執行規則第 2 条の２で準用する場合を含む）に基づき、次のとおり公表します。 

令和４年１０月７日 

大阪市平野区選挙管理委員会 

委 員 長  川 上  昌 一 

閲覧年月日 申出者の名称 

代表者の氏名又は管理人の氏名 

主たる事務所の所在地 
（※政党その他政治団体及び法人の場合） 

委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年４月６日 岩木 均 

 

― 政治活動 
加美東１丁目～４丁目 

加美北１丁目～５丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年４月12日 岩木 均 

 

― 政治活動 加美北４丁目～６丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年 4月 13日 岩木 均 

 

― 政治活動 

加美北６丁目～９丁目 

加美鞍作１丁目～３丁目 

加美南１丁目～５丁目 

加美西１丁目～２丁目 

加美正覚寺１丁目～３丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年４月18日 小川 陽太 

 

― 政治活動 加美東１丁目 

大阪市平野区平野元町８－13 

令和４年４月19日 岩木 均 

 

― 政治活動 

加美西１丁目～２丁目 

加美正覚寺２丁目～４丁目 

加美東４丁目～７丁目 

平野市町１丁目～２丁目 

平野北１丁目～２丁目 等 
大阪市平野区平野本町１－13－11 



 

 

 

閲覧年月日 申出者の名称 

代表者の氏名又は管理人の氏名 

主たる事務所の所在地 
（※政党その他政治団体及び法人の場合） 

委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年４月20日 岩木 均 

 

― 政治活動 

喜連１丁目～５丁目 

背戸口１丁目 

平野本町２丁目～５丁目 

平野上町１丁目～２丁目 

平野東１丁目～３丁目 等 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年４月21日 岩木 均 

 

― 政治活動 
喜連東１丁目～３丁目 

喜連５丁目～７丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年４月22日 岩木 均 

 

― 政治活動 
喜連東３丁目～５丁目 

喜連西１丁目～２丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年４月25日 岩木 均 

 

― 政治活動 喜連西２丁目～６丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年４月26日 小川 陽太 

 

― 政治活動 加美東１丁目～２丁目 

大阪市平野区平野元町８－13 

令和４年４月27日 岩木 均 

 

― 政治活動 瓜破１丁目～３丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 



 

 

 

閲覧年月日 申出者の名称 

代表者の氏名又は管理人の氏名 

主たる事務所の所在地 
（※政党その他政治団体及び法人の場合） 

委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年４月27日 
一般社団法人 

中央調査社 

会長 境 克彦 公益財団法人

明るい選挙 

推進協会 

調査研究 西脇２丁目 

東京都中央区銀座５丁目 15番８号 

令和４年４月28日 岩木 均 

 

― 政治活動 
瓜破３丁目～７丁目 

瓜破南１丁目～２丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月２日 岩木 均 

 

― 政治活動 瓜破西１丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月６日 岩木 均 

 

― 政治活動 
瓜破東１丁目～２丁目 

瓜破西１丁目～３丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月９日 岩木 均 

 

― 政治活動 

背戸口１丁目～５丁目 

平野本町１丁目～５丁目 

平野西１丁目～６丁目 大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月 11日 岩木 均 

 

― 政治活動 瓜破東２丁目～５丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 



 

 

 

閲覧年月日 申出者の名称 

代表者の氏名又は管理人の氏名 

主たる事務所の所在地 
（※政党その他政治団体及び法人の場合） 

委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年５月12日 岩木 均 

 

― 政治活動 

瓜破東５丁目～８丁目 

平野東３丁目～４丁目 

平野南１丁目～４丁目 大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月13日 岩木 均 

 

― 政治活動 
流町１丁目～４丁目 

長吉出戸１丁目～２丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月18日 岩木 均 

 

― 政治活動 長吉出戸２丁目～８丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月19日 岩木 均 

 

― 政治活動 
長吉出戸８丁目 

長吉六反１丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月20日 岩木 均 

 

― 政治活動 長吉六反１丁目～５丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月23日 岩木 均 

 

― 政治活動 長吉長原東１丁目～２丁目 

大阪市平野区平野本町１－13－11 



 

 

 

閲覧年月日 申出者の名称 

代表者の氏名又は管理人の氏名 

主たる事務所の所在地 
（※政党その他政治団体及び法人の場合） 

委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年５月27日 岩木 均 

 

― 政治活動 

長吉長原東２丁目～３丁目 

長吉川辺１丁目～４丁目 

長吉長原西１丁目～４丁目 大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年５月27日 
一般社団法人 

新情報センター 

事務局長 山本 恭久 

総務省 調査研究 
平野本町５丁目 

長吉出戸４丁目～５丁目 
東京都渋谷区恵比寿１－19－15 

令和４年５月30日 岩木 均 

 

― 政治活動 
長吉長原西４丁目 

長吉長原１丁目～４丁目 
大阪市平野区平野本町１－13－11 

令和４年７月25日 小川 陽太 

 

― 政治活動 
加美東１丁目～４丁目 

加美西１丁目 
大阪市平野区平野元町８－13 

令和４年８月１日 小川 陽太 

 

― 政治活動 加美西１丁目 

大阪市平野区平野元町８－13 

令和４年８月８日 小川 陽太 

 

― 政治活動 加美西１丁目 

大阪市平野区平野元町８－13 



 

 

 

閲覧年月日 申出者の名称 

代表者の氏名又は管理人の氏名 

主たる事務所の所在地 
（※政党その他政治団体及び法人の場合） 

委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 

令和４年８月29日 小川 陽太 

 

― 政治活動 加美西１丁目 

大阪市平野区平野元町８－13 

令和４年９月５日 小川 陽太 

 

― 政治活動 加美西１丁目 

大阪市平野区平野元町８－13 

令和４年９月７日 
一般社団法人 

共同通信社 

社長 水谷 享 

― 調査研究 
摂陽投票区 

加美南部投票区 
東京都港区東新橋１－７－１ 

令和４年９月12日 小川 陽太 

 

― 政治活動 
加美東１丁目～３丁目 

加美西１丁目 
大阪市平野区平野元町８－13 

令和４年９月13日 松田 昌利 

 

― 政治活動 平野区全域 

大阪市平野区長吉長原３－４－17 

令和４年９月26日 小川 陽太 

 

― 政治活動 加美東３丁目 

大阪市平野区平野元町８－13 


