
協議第１１号（継続） 
 

新町の名称について 
 
 新町名称の選定について協議する。 

 
   平成１６年４月２８日提出 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健           

 
 
 協定項目 
 

 
１－（３） 
 

 
新町の名称 

 
 
 新町名称応募結果に基づいて新町にふさわしい名称を選ぶため、別紙のとお

り第一次選定を行うこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日確認・継続協議
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(1)投票の方法

1)

2)

3)

4)

5)

(2)選定の観点

1) 地域が地理的にイメージできる名称

2) 地域の特色をあらわす名称

3) 地域の歴史文化にちなんだ名称

4) 合併を記念した名称

5) その他新町にふさわしい名称

(3)第一次選定結果公表方法

上位10作品の名称のみを50音順に発表する。

２．立会人の選出

議長による指名

３．投票

(1)投票用紙配布

(2)記入

(3)投票（議長が一人ずつ委員氏名を読み上げ順次投票する。）

４．開票

立会人による開票結果の確認

５．第一次選定作品の発表

次に掲げる項目を選定の観点とする。

新町名称候補の第一次選定について

投票は、無記名とする。

１．第一次選定における確認事項

全応募作品（300作品）の中から各委員が３作品以内を投票し、集計の上、上位10作品
を選定する。

投票は、”表記”と”よみ”をセットで投票する。

第1候補に記載された作品は３点、第2候補に記載された作品は２点、第3候補に記載さ
れた作品は１点として集計する。

集計の結果、第10位前後の作品が同点となり複数となった場合は、その作品の中から
各委員が１作品を投票する決選投票を行い、上位の作品から第一次選定に加えていく
ものとする。決選投票は、第10位が確定するまで行う。
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新町名称応募作品のうち既存市町村と同一名称のもの 
 

①表記及びよみが同じのもの

一覧表№ 名称表記 名称よみ

20 温泉町 おんせん 兵庫県 温泉町 おんせん 浜坂町・温泉町合併協議会
茨城県 三和町 さんわ 古河市・総和町・三和町合併協議会
広島県 三和町（神石郡） さんわ 神石郡合併協議会《神石高原町》
長崎県 三和町 さんわ 長崎地域合併協議会《長崎市》

189 三方町 みかた 福井県 三方町 みかた 上中町・三方町合併協議会
201 三川町 みかわ 山形県 三川町 みかわ 庄内南部地区合併協議会

石川県 美川町 みかわ 松任・石川広域合併協議会《白山市》
山口県 美川町 みかわ 岩国地域合併協議会《岩国市》
埼玉県 美里町 みさと 児玉地域合併協議会
和歌山県 美里町 みさと 野上町・美里町合併協議会

224 美都町 みと 島根県 美都町 みと 益田市・美都町・匹見町合併協議会《益田市》
226 緑町 みどり 兵庫県 緑町 みどり 緑町・西淡町・三原町・南淡町合併協議会《南あわじ市》

愛知県 美浜町 みはま
福井県 美浜町 みはま
和歌山県 美浜町 みはま 美浜町・日高町・由良町合併協議会

238 海山町 みやま 三重県 海山町 みやま 尾鷲市・紀伊長島町・海山町任意合併協議会
京都府 三和町 みわ 福知山市・三和町・夜久野町・大江町合併協議会
広島県 三和町（双三郡） みわ 三次市・双三郡・甲奴町合併協議会《三次市》
愛知県 美和町 みわ
山口県 美和町 みわ 岩国地域合併協議会《岩国市》
徳島県 山川町 やまかわ 麻植郡合併協議会《吉野川市》
福岡県 山川町 やまかわ
新潟県 大和町 やまと 六日町・大和町合併協議会
岐阜県 大和町 やまと ２００４年３月１日合併【郡上市】
山口県 大和町 やまと 光市・大和町合併協議会《光市》
福岡県 大和町 やまと 柳川市・大和町・三橋町合併協議会
佐賀県 大和町 やまと 佐賀市・諸富町・川副町・東与賀町・久保田町・大和町・富士町合併協議会

276 大和町 やまと

245 美和町 みわ

275 山川町 やまかわ

231 美浜町 みはま

244 三和町 みわ

204 美川町 みかわ

214 美里町 みさと

合併の状況

108 三和町 さんわ

応募作品
県名 町名 よみ
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新町名称応募作品のうち既存市町村と同一名称のもの 
②表記が同じでよみの異なるもの

一覧表№ 名称表記 名称よみ

16 海山町 うみやま
22 海山町 かいさん
23 海山町 かいざん
24 海山町 かいせん
170 豊山町 ほうさん
171 豊山町 ほうざん
275 山川町 やまかわ 鹿児島県 山川町 やまがわ 指宿地区４市町合併協議会

宮城県 大和町 たいわ
広島県 大和町 だいわ 三原市・本郷町・久井町・大和町合併協議会《三原市》

③市名又は村名と表記又はよみが同じもの

一覧表№ 名称表記 名称よみ

神奈川県 清川村 きよかわ
大分県 清川村 きよかわ 大野郡５町２村合併協議会

108 三和町 さんわ 新潟県 三和村 さんわ 上越地域合併協議会
201 三川町 みかわ 新潟県 三川村 みかわ 東蒲原郡町村合併協議会《阿賀町》
204 美川町 みかわ 愛媛県 美川村 みかわ かみうけな合併協議会《久万高原町》
213 美郷町 みさと 徳島県 美郷村 みさと 麻植郡合併協議会《吉野川市》
214 美里町 みさと 三重県 美里村 みさと 津地区合併協議会《津市》
221 三鷹町 みたか 東京都 三鷹市 みたか
245 美和町 みわ 茨城県 美和村 みわ 大宮町・山方町・美和村・緒川村・御前山村合併協議会

神奈川県 大和市 やまと
茨城県 大和村 やまと 岩瀬町真壁町大和村合併協議会
山梨県 大和村 やまと 東山梨地域合併協議会
鹿児島県 大和村 やまと
島根県 大和村 だいわ 邑東合併推進協議会

276 大和町 やまと

やまと

応募作品

76 清川町 きよかわ

町名 よみ 合併の状況

応募作品
県名 市名・村名 よみ 合併の状況

276 大和町

尾鷲市・紀伊長島町・海山町任意合併協議会

愛知県 豊山町 とよやま

海山町 みやま三重県

県名
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