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小委員会選定結果
№ 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

1 白河市 しらかわし 8,953

・奥州の玄関口「白河」、白河の関等広く知られている地名なので引き続いて「白河」の
　名を残したい
・かつて白河藩のエリアであったという歴史性や対外的な知名度、観光面等からも「白河」
　がふさわしい
・甲子園でも白河の関越えと言われるくらい全国的にも知名度が高いから
・歴史上有名な白河の関や白河藩、古都としての「白河」、歌枕での「白河」
・西白河郡の会社では、工場等に「白河」の名称を冠しているものが多い

2 新白河市 しんしらかわし 494

・大きく生まれ変わり新しく市として変化の意味で
・３つの村が白河市と合併し新しい白河市となって生まれ変わるのにはふさわしい名称
・新しい白河市、新幹線駅名にもなっている
・「新白河」が白河の中心なので駅と同じ名前とした
・歴史、文化に知名度が高い白河を残したいから

3 しらかわ市 しらかわし 317
・ひらがなにすることで、和やかで優しいイメージになる
・文献にも白川とあり又現に白河と地名もあり両者も合併するものとして名前を考えた
・白河は全国的に知名度が高いが、気持ちを新たにするためひらがなにしては
・今の白河市からひらがなにすることにより、やさしく、親しみ深くなる

4 南白河市 みなみしらかわし 9

・１市１町６村を県南地方と呼ばれているため、又西白河郡が１つになる希望を込めて
・県南地方をまとめて、中通りの南部の市、明るく、あたたかなイメージ
・歴史上、文学上、白河の文字は外せない、また地理的に、県南にあるので
・福島県の南に位置して「白河」の名称を消さないため

5 白河関市 しらかわせきし 5

・白河地方の名所といえば白河の関
・白河の関から
・白河の歴史を大事にしたいから
・歴史を残したい
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新市の名称選定基準

１．選定基準

新市の名称は、下記の条件を満たしているものとする。

（１）合併による新しい市の名称は、常用漢字、ひらがな、カタカナ又はその組み合

わせを使用し、漢字の場合は、必ずふりがなを付けること。

（２）読み書きが容易な名称で、次のいずれかがイメージできる名称とする。

① 新市が地理的にイメージできる名称

② 新市の特徴を表す名称

③ 新市の歴史・文化にちなんだ名称

④ 新市を対外的にアピールできる名称

⑤ 住民の理想や願いを表した名称

⑥ その他新市としてふさわしい名称

（３）名称の理由が明確なものであること。

（４）公序良俗に反する名称でないこと。

（５）長すぎる名称でないこと。

２．選定方法

、 。選定基準を満たしている名称から 下記の方法により新市にふさわしい名称を選定する

　なお、応募数等については、新市の名称選定の参考に留めるものとする。

（１）小委員会選定

　　　① 第１次選定

　　各委員が、新市にふさわしい名称を３点以内選定する。

　　　② 第２次選定

　　　第１次選定により選定された名称から、小委員会の協議により５点を選定する。

　　なお、協議により選定ができない場合は、各委員が無記名投票（各委員１票）に

　より新市にふさわしい名称を得票数により選定する。　

　　　小委員会選定により選定された名称について、それぞれ選定理由を付して協議会

　へ報告する。

（２）協議会選定

　　①　最終選定

　　小委員会より報告を受けた５点の新市名称の候補をもとに協議会での協議により

　　新市名称を選定する。
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１．応募総数

応募総数 有効応募数 無効応募数

11,092 10,376 716

２．有効応募内訳

（１）応募方法

区分 応募数 割合(%)

投函箱 9,484 91.40

郵送 613 5.91

ファックス 89 0.86

ホームページ 190 1.83

合計 10,376 100.00

（２）地区別応募状況

男 女 計

白河 4,972 4,897 9,869 95.11

表郷 176 151 327 3.15

大信 77 103 180 1.74

合計 5,225 5,151 10,376 100.00

（３）年齢別応募状況

男 女 計

１０歳未満 148 194 342 3.30

１０歳代 547 545 1,092 10.52

２０歳代 492 487 979 9.43

３０歳代 626 600 1,226 11.82

４０歳代 717 709 1,426 13.74

５０歳代 1,034 864 1,898 18.29

６０歳代 778 694 1,472 14.19

７０歳代 602 637 1,239 11.94

８０歳代 166 234 400 3.86

９０歳代 15 40 55 0.53

１００歳以上 0 0 0 0.00

未記入 100 147 247 2.38

合計 5,225 5,151 10,376 100.00

新市の名称応募集計結果

区分
応募数

割合(%)

区分
応募数

割合(%)
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３．無効応募内訳

（１）必要事項未記入 60

新市の名称 5

住所 17

氏名 38

（２）応募基準外 108

年齢 9

注意事項 41

　新市の名称にアルファベットを使用 2

　既存の自治体と同じ表記 39

住所 58

　西白河郡 45

　県内（西白河郡以外） 6

　県外 7

（３）複数応募 548

合計 716
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名称別応募集計結果（上位10名称）

（１）３市村合計

順位 名称 ふりがな 応募数 割合(%)

1 白河市 しらかわし 8,953 86.29

2 新白河市 しんしらかわし 494 4.76

3 しらかわ市 しらかわし 317 3.06

4 みちのく市 みちのくし 41 0.40

5 新しらかわ市 しんしらかわし 39 0.38

6 西白河市 にししらかわし 30 0.29

7 小峰市 こみねし 21 0.20

8 あぶくま市 あぶくまし 19 0.18

9 みちのく白河市 みちのくしらかわし 16 0.15

9 白河の関市 しらかわのせきし 16 0.15

上記以外 （269件） 430 4.14

合　計 （279件） 10,376 100.00

（２）白河市

順位 名称 ふりがな 応募数 割合(%)

1 白河市 しらかわし 8,682 87.97

2 新白河市 しんしらかわし 443 4.49

3 しらかわ市 しらかわし 275 2.79

4 みちのく市 みちのくし 31 0.31

5 新しらかわ市 しんしらかわし 30 0.30

6 小峰市 こみねし 21 0.21

7 西白河市 にししらかわし 16 0.16

8 あぶくま市 あぶくまし 15 0.15

8 みちのく白河市 みちのくしらかわし 15 0.15

10 白河の関市 しらかわのせきし 13 0.13

上記以外 （211件） 328 3.32

合　計 （221件） 9,869 100.00
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名称別応募集計結果（上位10名称）

（３）表郷村

順位 名称 ふりがな 応募数 割合(%)

1 白河市 しらかわし 181 55.35

2 新白河市 しんしらかわし 34 10.40

3 しらかわ市 しらかわし 19 5.81

4 西白河市 にししらかわし 11 3.36

5 みちのく市 みちのくし 7 2.14

6 新しらかわ市 しんしらかわし 3 0.92

6 白河の関市 しらかわのせきし 3 0.92

6 あぶくま市 あぶくまし 3 0.92

6 表郷市 おもてごうし 3 0.92

10 南湖市 なんこし 2 0.61

10 奥州白河市 おうしゅうしらかわし 2 0.61

10 白河関市 しらかわせきし 2 0.61

10 びゃっこい市 びゃっこいし 2 0.61

10 天狗山市 てんぐやまし 2 0.61

上記以外 （52件） 53 16.21

合　計 （66件） 327 100.00

（４）大信村

順位 名称 ふりがな 応募数 割合(%)

1 白河市 しらかわし 90 50.00

2 しらかわ市 しらかわし 23 12.78

3 新白河市 しんしらかわし 17 9.44

4 新しらかわ市 しんしらかわし 6 3.33

5 みちのく市 みちのくし 3 1.67

6 西白河市 にししらかわし 3 1.67

7 しんしらかわ市 しんしらかわし 2 1.11

7 しん白河市 しんしらかわし 2 1.11

上記以外 （34件） 34 18.89

合　計 （42件） 180 100.00

※　９位以下は応募数が１票なので省略

7



順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

1 白河市 しらかわし 8,953

・奥州の玄関口「白河」、白河の関等広く知られている地名なので引き続いて「白河」の名を残したい
・かつて白河藩のエリアであったという歴史性や対外的な知名度、観光面等からも「白河」がふさわしい
・甲子園でも白河の関越えと言われるくらい全国的にも知名度が高いから
・歴史上有名な白河の関や白河藩、古都としての「白河」、歌枕での「白河」
・西白河郡の会社では、工場等に「白河」の名称を冠しているものが多い

2 新白河市 しんしらかわし 494

・大きく生まれ変わり新しく市として変化の意味で
・３つの村が白河市と合併し新しい白河市となって生まれ変わるのにはふさわしい名称である
・新しい白河市、新幹線駅名にもなっている
・「新白河」が白河の中心なので駅と同じ名前とした
・歴史、文化に知名度が高い白河を残したいから

3 しらかわ市 しらかわし 317

・ひらがなにすることで、和やかで優しいイメージになる
・文献にも白川とあり又現に白河と地名もあり両者も合併するものとして名前を考えた
・「さいたま市」の例にならって
・今の白河市からひらがなにすることにより、やさしく、親しみ深くなる

4 みちのく市 みちのくし 41

・これより「みちのく」東北の玄関という意味から
・東北地方を代表する歴史的にも由緒ある名称であり全国的に親しまれている
・聞きなれているところ、ゆかりがあるところ、東北というイメージがピンとくる
・三市公平な感情になるために全く新しい名前が良い

5 新しらかわ市 しんしらかわし 39

・新しく築くため、新しい市としてふさわしい、あらたな気持ちでスタート
・新しく合併になった町村という意味で「新」、誰にでも書ける平仮名で「しらかわ」、
　全国に知られている白河という意味を含め「新しらかわ」
・「しらかわ」という名称は知名度があるので残したいと思う

6 西白河市 にししらかわし 30

・１市２村が位置する所でわかりやすいと思う、西白河郡なので西白河市とした
・合併する３市村とも西白河郡で、白河市も町制時代西白河郡で、ともに白河の名称が生きること
　で地域住民も理解する
・西白河郡と白河市なので合わせた
・親しみやすい感じがする

7 小峰市 こみねし 21

・３市村の中央に位置し、市民が親しみを持っている
・東北の三名城の一つに数えられるお城の名から
・小峰城は歴史もあり整地され人々が集える環境が整っている、未来を担う子供と歴史をになっ
　た老人の交流ある市に

名称別応募集計結果
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

8 あぶくま市 あぶくまし 19

・新市、県南のシンボル、つながり、かかわりのあぶくま川をイメージした
・わかりやすい。阿武隈山系は広いが、全国的に福島県を連想できる
・白河市、表郷村、大信村すべてに阿武隈川につながる川があるから
・自動車道のP.Aもあり、高原道路にも使用されており、ひらがながおぼえやすい

9 白河の関市 しらかわのせきし 16

・「白河」の名称は残したいが、名前が消える２村の気持ちも考え、よりネームバリューの
　ある「白河の関」を使えば白河地方がますます大きく力強く変化していくシンボル的な名称
　になる
・歌枕にも読まれた白河を残したい、昔の白河の関所があった所で観光の面から考えてもアピール
　に出来る
・全国的に知名度の高い「白河の関」を新しい市の名前にしたい

10 みちのく白河市 みちのくしらかわし 16

・４地区の合併を記念して「みちのく」と歴史ある「白河」の地名を組合わせた
・歴史ある白河の関としても、私達住民にふさわしい新名称と思う
・東北の玄関口ということで
・みちのくを付けることにより全国へ知名度アップを図るため

11 しんしらかわ市 しんしらかわし 15

・昔から白河の名称が多い
・合併により広域化するから
・現在は「ひらがな」都市が多くなっている
・文字通り、新白河を核として新しい市の誕生をイメージ、敢えて平仮名とする

12 福南市 ふくなんし 13

・福島の福、大信の大から、福島県南部の位置にあたるので、３市村含め福南市と名づける
・福島県の南部地区の新都市として
・福島の地は会津、中、浜通りで三つの関係し、県南地方で福島県から福の字を歴史で南湖公園が市
　の代表でもあり南の字を持って福南市を選ぶ、宮崎県でも日南市がある

13 奥州白河市 おうしゅうしらかわし 13

・奥州の玄関口にふさわしい市名である
・東北の玄関口というイメージ。白河は全国的にも知名度がある
・全国どこの人も奥州白河市がどこにあるかわかる
・合併しても白河の名は残すべき、歴史的名称の奥州を強調

14 南白河市 みなみしらかわし 9

・１市１町６村を県南地方と呼ばれているため、又西白河郡が１つになる希望を込めて
・県南地方をまとめて、中通りの南部の市、明るく、あたたかなイメージ
・県南の中心は白河ということと、合併したことだし、少しは名前を変えるべきだが“白河”は
　ぜったいに入れたい
・福島県の南に位置して「白河」の名称を消さないため

15 こみね市 こみねし 9

・白河の歴史から見ても小峰城の名を入れて付けるのが良い
・白河を象徴する小峰城の名前、親しみやすい、ひらがなでのやさしい感じ
・白河地方のシンボル小峰城にちなんで
・小峰城があるから、何か聞こえかたがキレイ、やさしい感じがする（ひらがな）
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

16 大白河市 だいしらかわし 8
・ＪＲ、インターチェンジ等あるためにどうしても白河を残しておきたい、白河が伸び、白河が
　益々大きくなるように西白河郡、東白川郡全町村合併をも考えて

17 南湖市 なんこし 7

・市の中心に南湖があるから
・全国的に有名な南湖公園の名を付けた
・日本最古の公園で、全国的に有名なので、対外的にアピールできる
・松平定信公が用水路をつくった人なので３つの市を用水路でむすぶようにしたい

18 白信郷市 はくしんごうし 6
・一文字をそれぞれとりゴロあわせが良い
・白河の城を見て、平等に３つの名前をとりいれた

19 関の白河市 せきのしらかわし 6
・白河の関が全国的に有名である
・白河の関の歴史は南東北の交通の要所として伝えられ大きく東北発展に影響があったから
・白河の関をチョット考えて

20 白河大郷市 しらかわおおさとし 6

・３地区をあわせて
・新幹線の駅でもある白河ははずせない
・大信の大きな山河に表郷のふるさとをイメージして
・大信村の大と表郷村の郷という意味で大きなさと町との意味
・豊かで幸せのある、大きな故郷になって欲しい

21 白河大郷市 しらかわだいごうし 5

・大信･表郷村の頭文字を一字ずつ取った
・合併の大信の大と表郷の郷を使い、新しい市の名にする
・白河、表郷、大信の地名
・表郷村と大信村と一文字をいれて
・白河を大きいふるさととして色々な人に知ってもらう

22 白河関市 しらかわせきし 5

・白河地方の名所といえば白河の関
・白河の関から
・白河の歴史を大事にしたいから
・歴史を残したい

23 南東北市 みなみとうほくし 5
・地理的位置を強調、東北の一番南に位置する、読んで字のとおり
・日本の地理的位置として、関東圏に隣接し、且つ学術、文化、環境にも恵まれ緑豊かな将来的に
　も雄大なイメージ
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

24 県南市 けんなんし 4

・福島県の県南に位置し将来表郷、大信以外町村合併してもそのまま使用できる
・福島県の県南部に位置しており行政、商工業、その他の名称に従来から使用されており、県全体
　からも通りがよい
・福島県の県南地方を代表する中核的都市として相応しい

25 松平市 まつだいらし 4
・白河藩主松平定信公の名前から
・松平定信公で有名である

26 奥州市 おうしゅうし 4

・江戸時代の名残がのこる関所や、だるま市、南湖公園などがあり、東北の玄関口で栄えたから
・奥州街道からとった
・古き良き時代を基に城下町にふさわしく、情緒あふれる豊かなそして個性的な街並ができるよう
　にとの思い

27 表郷市 おもてごうし 3
・自分が住んでいるから
・僕が住んでいるところだから

28 白河高原市 しらかわこうげんし 3
・東北の玄関白河市白河各地の四季がすばらしい
・夏はすずしい、白河のイメージにふさわしく、まわりの村との合併にぴったりの名称だと思う
・歴史を尊重し新しく飛躍することを願って

29 大郷白河市 だいごうしらかわし 3
・三市村の名前を使って市が大きな郷になりますように
・それぞれの名を残した

30 新みちのく市 しんみちのく 3

・東北の玄関口だから
・みちのく東北の玄関口としてふさわしいのではないかと思う
・歴史的にみてもみちのくのイメージは対外的にアピールされている、そこに合併された新しさを
　こめた市になって頂きたい

31 信白河郷市 しんしらかわごうし 3
・各市村の名を取った
・大信と表郷との合併のお祝い
・大信と表郷の１字を取り、白河は歴史の町名を残したい白河を中心として発展するように
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

32 陸奥市 みちのくし 3
・福島県は陸奥の玄関なので県外より来た方々が郷愁を感じるのではないか
・昔は白河は奥州白河と言った
・白河地域は、陸奥の玄関口なので

33 ふるさと市 ふるさとし 3
・美しい自然にかこまれていて、ふるさとのようで、たくさんの人にきてもらうため
・静かな田舎（自然）
・山と川そして湖自然に囲まれた歴史ある街

34 大白郷市 おおしらさとし 3
・雄大で美しい郷（サト）と言う意味をこめて
・大－大信村、白－白河市、郷－表郷の一字をとる

35 しん白河市 しんしらかわし 3
・３市村民が希望にもえて安心して新しい白河市の構築にまい進できる
・しんをひらがなにして新しさをつよくイメージして
・全部をひらがなではなく、しんをひらがなにして新しいイメージのため

36 桜市 さくらし 3
・桜がいつまでもきれいなところでいてほしい
・南湖公園の桜の花がきれいなので
・南湖の桜はとてもきれいだから、その桜にちなんで

37 大白河郷市 おおしらかわごうし 3
・白河市（旧）を中心に大信の大、表郷の郷
・大信白河表郷の合併大きな白河市の郷となるように

38 豊森川市 ほうしんがわし 2 ・豊な森や川という意味

39 白表大市 はくひょうだいし 2
・頭文字から
・白河の白、表郷の表、大信の大

40 白河信郷市 しらかわしんごうし 2
・各市村の名誉を尊重し、各自にお咎めのない新しい市を作れる様に
・白河、大信、表郷から

41 白河ノ関市 しらかわのせきし 2 ・白河の関は歴史上を見ても有名であり、他の名前では、どこにあるかわからないのではないか

42 南城市 なんじょうし 2
・県南の南、城は小峰城から南城市
・南湖と古城を合わせて

43 天狗山市 てんぐやまし 2 ・表郷村にある山が天狗山だから
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

44 中央白河市 ちゅうおうしらかわし 2 ・合併しても白河が中央になり歴史においていにしえが深いので

45 清流市 せいりゅうし 2
・清く流れるため
・大自然がいっぱいあるから

46 新白川市 しんしらかわし 2
・伝統と歴史上の白川（白河、大信、表郷）三本川に、五徳（炭火の上におく３本足のなかなか倒
　れないもの）お互いに支え合う五徳の足のように助け合いの心の交流をの意味

47 関乃白河市 せきのしらかわし 2
・多くの人に白河をしってほしい
・白河の関は全国に有名で、３市村合併にふさわしい

48 関のしらかわ市 せきのしらかわし 2
・知名度がある
・白河、新白河じゃありきたりなので白河の関市と逆にしてみた

49 阿武隈市 あぶくまし 2
・地理的に東北の大河の一つ阿武隈川の源流に位置している又将来的に白河、西白河郡の合併を見
　込んで

50 南市 みなみし 2
・福島県の一番南に位置する３市村を総称するにふさわしい
・県南市として

51 みどり市 みどりし 2
・この自然が長く続くように
・みどりは人心をゆたかにする

52 伏見市 ふしみし 2
・アテネオリンピックでメダルを獲得した伏見俊昭君の名字「３市が合併し、輝かしい町、コツコ
　ツ努力する町になってほしい。」と伏見君の功績にあやかる

53 びゃっこい市 びゃっこいし 2
・表郷村だけではなく、日本一の物だから親しみやすくなるように
・びゃっこいが有名だから

54 ニュー白河市 にゅーしらかわし 2
・新しい白河
・なんとなく

55 那須白河市 なすしらかわし 2
・那須連山の麓にある高原都市白河を全国にアピールするためにも、知名度の高い那須を名乗るこ
　とが最適

56 だるま市 だるまし 2
・だるま市があるから
・白河はだるまが有名だから

57 代表白河市 だいひょうしらかわし 2
・たいしんとおもてごうと白河のかしらもじをあわせたもの
・大信と表郷と白河の頭文字を合わせたもの

58 大信市 たいしんし 2
・気分てきに
・市がますます大きくなるように

59 関の森市 せきのもりし 2
・奥州白河の関をイメージし新しい市の誕生を祈願し
・有名な白河の関をこれからも森で囲まれた自然ゆたかな場所にしてほしい

60 信白河市 しんしらかわし 2 ・松平定信公の信を使う

61 白関市 しろせきし 2
・白河の関から
・白河の関にちなんで

62 白郷市 しらさとし 2
・白河の白と古郷の郷を合わせて、ふるさとのイメージから人が帰ってきやすくなるように
・ちょっと寒い雪国のイメージと故郷を思わせる感じから
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

63 白かわ市 しらかわし 2
・白かわがすきだから
・名がすきだから

64 白河南湖市 しらかわなんこし 2
・白河といえば松平定信公が創った南湖、双方を合体したもの
・南湖を全国にアピールし、発展につなげたい

65 白河小峰市 しらかわこみねし 2
・小峰城がある位置
・歴史を感じさせる市であってほしい

66 白河郷市 しらかわごうし 2 ・ふるさと色が強くなるので

67 しら河市 しらかわし 2 ・もともとこの地方を意味しているから

68 シラカワ市 しらかわし 2 ・合併前の白河市と区別をして、新しく生まれる都市を表す

69 さくら市 さくらし 2
・白河市・表郷村・大信村、季節にはきれいに桜が咲きます、にごりのない市になるように
・南湖の自然のすばらしさ、小峰城のさくらの美しさ、表郷・大信の山々の美しさ

70 小峰白河市 こみねしらかわし 2 ・白河のシンボル、小峰城を連想させる名前にした

71 河郷市 かわさとし 2

72 あおい市 あおいし 2
・松平家の家紋にちなんで、小峰城を目ざして、人々が集まってくるような街になるように
・白河藩の松平定信公は徳川幕府の要職にあったことから、葵が連想されます

73 大白河郷市 だいしらかわごうし 2 ・白河市（旧）を中心に大信の大、表郷の郷、大信白河表郷の合併大きな白河市の郷となるように

74 和合市 わごうし 1 ・和をもって合併

75 緑河市 みどりかわし 1 ・農業が盛んであり、緑と川の自然にあふれている

76 竜河市 りゅうがし 1 ・新市の形が大信村を顔に龍のように見え、大信村、白河市、表郷村すべてに川が流れているから

77 野山市 のやまし 1

78 未来市 みらいし 1 ・これからどんどん発展していく市をイメージした

79 福幸市 ふくこうし 1
・福島県の住民やその他各県の人達が平和であり、これからも幸せに暮らせるように願いを込めた
　名称

80 福河信郷市 ふくかわしんごうし 1 ・福は福島、河は白河、信は大信、郷は表郷

81 表大白河市 ひょうだいしらかわし 1 ・表郷の表、大信の大に白河をつけた
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

82 美庭市 みにわし 1
・手入れがゆきとどいている庭に様に、市民一人一人が協力して、美しくすみよい場所にしていく
　意味をこめて

83 美然市 びぜんし 1

84 白米市 はくまいし 1 ・白河市・表郷村・大信村のお米がおいしいからこの名前にした

85 白大表市 はくだいひょうし 1 ・大信村と表郷村の頭から

86 白大郷市 しろだいきょうし 1 ・栃木県と白河市の県境陸奥の始まり白河ひびきがいい

87 白郷大市 はくごうだいし 1 ・３市村にふさわしい

88 白河美さと市 しらかわみさとし 1
・東北南部に位置する山、河（川）水が美しい、３つのふるさとがひとつになり美しいさと、
　美さと（３つのさと）とした

89 白河郷大信市 しらかわごうたいしんし 1 ・合併だから白河いがいから一字をとり考えた

90 南都市 なんとし 1
・南にあって白河を中心とした都ではないでしょうか、南湖にしても白河の関にしても大信のひじ
　りが岩、表郷のあらゆるものから都らしい

91 南大郷市 みなみだいごうし 1
・南は白河市をよみ、大は大信村、郷は表郷村です、南にはすばらしい大郷があることを全国的に
　知らせたい

92 南河市 みなみかわし 1
・県南の南に白河の河で南河、県南のこの３つの中でも白河が大きいので３つの代表として白河の
　河をいれた

93 南奥州市 みなみおうしゅうし 1 ・この県南は、奥州の南ということで、奥南と呼ばれていたため

94 南しらかわ市 みなみしらかわし 1 ・福島県の南に位置し県南地方の南をつけて白河を親しめるようにした

95 仲良市 なかよし 1 ・みんななかよくくらしたいから

96 仲市 なかし 1
・みんなが仲良くできるように（南部地方の真ん中に住んでいて手と手をとり合い、仲良く暮らせ
　る様に）

97 大表河市 おおおもてかわし 1 ・３つそれぞれの文字を組み合わせた

98 大郷白河市 おおさとしらかわし 1
・歴史的にも全国的にも知名度の高い白河の名称は存続させたい、大信と表郷と合併し大きな郷と
　なることも表現したい

99 大郷白河市 だいごしらかわし 1 ・大信村の大、表郷村の表、白河の白から

100 大郷しらかわ市 だいごうしらかわし 1 ・大きい郷のしらかわ、良きふるさとを目指していこう
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

101 大河郷市 おおかわさとし 1
・３市村の１字を取りました、３市村は緑が多く自然が沢山あって大地と河と郷を思う字が揃って
　いて大変良い

102 大河郷市 たいがごうし 1
・大信の森林から、白河を通り、大きな河となって表郷に流れて来る、新しい森に囲まれた新都市を
　イメージ

103 大河市 たいがし 1 ・大きな河の流れのように大発展を

104 総合白河市 そうごうしらかわし 1 ・白河市を中心に発展していくことに願いを込め、表郷・大信をまとめる

105 西しらかわ市 にししらかわし 1 ・西白河郡３市村の合併によるから

106 新白河信郷市 しんしらかわしんごうし 1 ・信おとずれ、郷ふるさと

107 新白河関市 しんしらかわせきし 1 ・新しく大発展願う白河の古都（東北の古都）

108 新大表白河市 しんだいひょうしらかわし 1 ・合併する大信、表郷及び白河が大表して新しい町づくりに専念することとする

109 舎併市 こうぺいし 1 ・田舎に３つの市村が合併したから

110 広樹人市 ひろきとし 1
・広大に広がる樹木の豊かさと、それに伴った心の広いおおらかで優しい人々が集う場所という
　意味から

111 御白河市 ごしらかわし 1 ・その昔、後白河天皇が居られた歴史ある市なので、合併した後も白河の名を残しておきたいから

112 故郷市 ふるさとし 1 ・自然を大切にし、遠くにいる子供達をいつでも暖かく迎えられる新市にしたいため

113 犬神市 いぬがみし 1

114 銀河市 ぎんがし 1
・白河より大きくなるので大河を考えたが、大信、白河では表郷の立場がないので大河よりも大きくて
　広い銀河にした

115 郷白河市 さとしらかわし 1
・長い歴史を持つ、白河の名は外せず決して華やかな地ではないが、ゆったりとしたやさしく穏やかな
　ふるさと３村を郷として

116 関河市 せきかわし 1 ・関の白河

117 関みらい市 せきみらいし 1
・白河の関は全国的にも名が知られていることから歴史的価値もあるので、そこから関をとる、
　さらに過去と未来の融合した未来都市をめざし

118 花鳥風月市 かちょうふうげつし 1 ・花も鳥も風も月もずっときれいで輝き続ける場所であるように

119 奥州白川市 おうしゅうしらかわし 1 ・東北の玄関口で古代より知名度の高い名称である
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

120 若葉市 わかばし 1 ・新しい命がこれから成長するように、美しい若葉を象徴としていきたいから

121 よつば市 よつばし 1 ・東村の加入で４市村の幸福を願って

122 ゆうき市 ゆうきし 1
・現在の西白河郡地方の反映の基礎は南北朝期の白河結城氏の行政に負うところが多いと思われ、
　その功績をたたえ、これから中通り地方の発展を願って

123 元輪市 もとわし 1 ・皆で楽しく和を持って、元は合併にもとづく

124 みらい市 みらいし 1 ・みらいに発展の願いをこめて

125 三村市 みむらし 1 ・３つの市村の集まりで

126 未希市 みきし 1 ・未来に希望を持って進む

127 未光市 みこうし 1 ・合併をし、これからの先を考える、未来に光る

128 峰市 みねし 1 ・小峰城から一字とって

129 南野市 みなみのし 1
・福島県の南にあり、自然豊かな１市、２村にふさわしいと考え、これからもずっと自然を大切に
　できたらと

130 南新白河市 みなみしんしらかわし 1 ・福島県南部の位置にあり新しい市村が集結するから

131 みなみ新白河市 みなみしんしらかわし 1
・（みなみ）東北の南端に有り、皆で協力の意味、（新）新しい市とたいしんのしんを表し、（白河）
　歴史上からも白河は抜けない

132 南白川市 みなみしらかわし 1 ・県南地方の白河市を中心に

133 みなみ白河市 みなみしらかわし 1 ・県南のみなみ、南湖のみなみをとり

134 南あぶくま市 みなみあぶくまし 1

135 みなみ市 みなみし 1
・対等という立場から現在の市村名は使わず、県南に位置し新市が未来に向け南風を追い風に躍進を
　イメージ、ひらがなは新市名が子供からお年寄りまで親しみやすく優しいイメージ

136 みどり野市 みどりのし 1 ・合併後新しい事業、グリーンツーリズムなど推進する上でも、自然を生かすことがキーになるから

137 みどり町市 みどりまちし 1 ・自然豊かな地域だから

138 緑白河市 みどりしらかわし 1 ・緑の多い所だから、合併後、３倍もの緑が沢山なってほしいから
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

139 緑が丘市 みどりがおかし 1 ・緑がどこに行ってもいっぱいあるから

140 緑市 みどりし 1 ・緑の多い町だから

141 三良市 さんりょうし 1 ・３つが合わさり良い市になるように

142 みつき市 みつきし 1 ・白河市・表郷村・大信村、市、村が合併、三輝として

143 みちのく新白河市 みちのくしんしらかわし 1
・東北の玄関をイメージしたみちのくと新しく生まれ変わる白河地方又ひらがなと漢字の組合せは全国
　でも珍しい市名であるから

144 みちのく郷市 みちのくごうし 1

145 みちのくしらかわ市 みちのくしらかわし 1 ・東北の玄関口で有名であり、ひらがなはやさしいイメージで

146 陸奥白河市 みちのくしらかわし 1 ・東北の玄関口にふさわしいから

147 みちのく街道市 みちのくかいどうし 1 ・東北の玄関口の始まりだから

148 美空市 みそらし 1 ・美しい空のように市がきれいになっていってほしいから

149 美郷川市 みさとがわし 1
・三つの市町村が合併することから「三」という字を縦にすると「川」になり、三つの市町村には
　阿武隈川が流れていることもあり、美しい川の流れる三つの郷

150 美河市 みかわ 1 ・人も自然も町も美しくあってほしいから

151 まほろん市 まほろんし 1 ・まほろんが好きだから

152 ほたる野市 ほたるのし 1 ・ほたるの住む清流と緑豊かな市をアピールするため

153 北都市 ほくとし 1 ・首都機能移転を願って

154 フレンド三大輪市 ふれんどさんだいりんし 1 ・仲よく三つの市村がわになれるように

155 ふるい市 ふるいし 1 ・ふるくからあるから

156 プププ市 プププし 1 ・カービィーが好きだから

157 福大市 ふくだいし 1 ・福島の福、大信の大から
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

158 福入市 ふくいりし 1
・東北の玄関、福島県の入口に位置しているので福島県に入る「福入」、また、住民が皆健康で幸せで
　ある福、幸福であるようにと願いをこめて

159 日和市 ひよりし 1 ・新市に住んでいる人が、天気のように明るく、やさしく、笑顔に満ちあふれているから

160 表河市 ひょうがし 1

161 ビャコイ市 びゃこいし 1 ・日本に１つしかないから

162 ひまわり市 ひまわりし 1 ・やさしいイメージの名称がよかったので

163 光白河市 ひかりしらかわし 1 ・光白河市、増々良くなるように

164 ひかり市 ひかりし 1

165 東白河市 ひがししらかわし 1 ・東北の東、日本の東の名称

166 はじめ市 はじめし 1
・初めて始める、新しいことや他市の先がけとなるようなこと、どんどん積極的にとり入れられる市に
　なりたい、東北のはじめ（入口）でもあるから

167 白信郷市 はくしんきょうし 1 ・人を信じる白い心を持っている故郷という意味、白い心とはやさしい心という意味で

168 白郷信市 はくごうしんし 1 ・なんとなく合体

169 白郷市 はくごうし 1

170 白翁市 はくおうし 1 ・白河市の市と楽翁公の翁にあやかり

171 信郷白河市 しんごうしらかわし 1 ・１市２村の合併によるから

172 ニューしらかわ市 にゅーしらかわし 1 ・新しく生まれ変わるということで漢字からひらがなに

173 西の関市 にしのせきし 1 ・西白河郡と白河の関

174 にししらかわ市 にししらかわし 1 ・１市、２村が位置する所でわかりやすいので

175 にし白河市 にししらかわし 1 ・１市、２村が位置する所でわかりやすいので

176 南湖白河市 なんこしらかわし 1
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

177 なかよし市 なかよしし 1 ・３市村が仲良くできるように

178 なかよ市 なかよし 1 ・３つの市と村が仲良くなるように

179 仲所市 なかどころし 1 ・合併する表郷と大信の真ん中に白河市があるし、福島県南の真ん中だから

180 登龍市 とりゅうし 1
・天に昇っていく龍の様に発展し故郷に錦をかざれるような人材を育成できる市でありたいと
　いうことから

181 東北南市 とうほくみなみし 1 ・東北地方の南にあるから

182 東西しらかわ市 とうざいしらかわし 1 ・白河をソフトなイメージとして「しらかわ」にし、広域性の表現を「東西」に

183 たんぽぽ市 たんぽぽし 1 ・ガンバル都市（根強く）

184 太陽市 たいようし 1 ・パッと明るい陽が差すように暖かく過ごしやすい街になるに、良い街になるように

185 大信市 だいしんし 1 ・市がますます大きくなるように信じて

186 たいしん市 たいしんし 1 ・わかりやすいように新しい気持ちで

187 大白郷市 たいしごうし 1 ・大きな里をイメージ

188 大白河市 おおしらかわし 1 ・白河周辺の発展を願って

189 大しらかわ市 だいしらかわし 1 ・市の歌の中に大しらかわ市というフレーズがあるから

190 大郷河市 おおさとがわし 1 ・１字ずつ取り

191 大郷河市 だいごうがし 1 ・白河、表郷、大信のアナグラム

192 大河の郷市 たいがのさとし 1
・白河市、表郷村、大信村、３つの市村の１文字をとって、それぞれに豊かな河のように流れが
　止まる事なくこれからも発展し、皆の心の郷となるように

193 大河市 おおかわし 1 ・大きな川のように立派で元気な市になるように

194 仙道白川市 せんどうしらかわし 1 ・中通り地方を指す旧名に白川を組み合わせ

195 関山市 かんざんし 1 ・関山があり、知名度があるから
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

196 関守市 せきもりし 1 ・東北の玄関白河の関を保持しながら更に発展される市

197 関松市 せきしょうし 1 ・有名である白河の関、松平定信公にちなんで

198 関の森白河市 せきのもりしらかわし 1 ・白河の関で有名だから

199 せきの杜市 せきのもりし 1 ・白河には有名な関所があるから

200 関の白川市 せきのしらかわし 1 ・もともと有名で、白川は、白河になる前の由緒ただしき名前だから

201 関の里市 せきのさとし 1 ・白河の関のイメージをとり、なじみやすく親しみやすいため

202 関の郷市 せきのさとし 1 ・白河の関と表郷をイメージした名前である

203 成和市 せいわし 1
・白河市、表郷村、大信村が将来、和のもとに成して頂きたい事と平成の合併の意味を込めた名前
　である

204 西南市 せいなんし 1 ・東北の西南部の市であるため

205 森林市 しんりんし 1 ・緑が多いから

206 新花白河市 しんかしらかわし 1 ・新しく花ひらく市になるように願いを込めた名前である

207 新村市 しんそんし 1 ・村と市が合併して、新しい市ができるため

208 新白郷市 しんしろさとし 1 ・新は信、白は白河、郷は表郷の１字づつ採った名前である

209 新白河緑郷市 しんしらかわみどりさとし 1 ・緑豊かでありたいため

210 新白河大郷市 しんしらかわたいごうし 1 ・３つの市村を組み合わせた名前である

211 新白河幸福市 しんしらかわこうふくし 1 ・住民全員がしあわせにくらせるように願いを込めた名前である

212 新白河市 にゅーしらかわし 1 ・全国に有名な白河をなくしたくないため

213 伸白河市 しんしらかわし 1 ・合併により伸びてゆく白河を想って名付けた名前である

214 信河郷市 しんかわさとし 1 ・表郷村、大信村、白河市の３つの１つづの字をとった名前である
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

215 しろやま市 しろやまし 1 ・白河市の小峰城をイメージした名前である

216 白俵市 はくひょうし 1
・白河、表郷、大信村とも米づくりが盛んで、それをイメージして白河の白、大信のにんべん、表
　郷の表から白い俵という意味の名前である

217 白郷大市 しろごうだいし 1 ・白河市、表郷村、大信村、３つの言葉を入れた名前である

218 白表市 はくひょうし 1 ・白河、表郷の頭の漢字をとった名前である

219 白大表市 はくたいひょうし 1

220 知楽加和市 しらかわし 1 ・「白河」の音を残しながら新しい変化に様々な意味を持たせたいため

221 しらかわ高原市 しらかわこうげんし 1
・しらかわは市ということで残したいが、新市ということで、ひらがなで再出発、高原は高原のす
　ばらしさ、涼しさを表した名前である

222 白河南市 しらかわみなみし 1 ・東北の南玄関口のため

223 白河みさと市 しらかわみさとし 1
・古来から名の残る白河の名称は残し、そして「みさと」は、３市村のことを意味する三つの
　「さと」ということで「みさと」、合併することで「白河みさと市」とした名前である

224 白河陵清市 しらかわりょうせいし 1 ・地図に載っているから

225 白河信郷市 しらかわのぶさとし 1 ・白河と大信村と表郷村をあわせた名前である

226 白河の郷市 しらかわのさとし 1

227 しらかわ関市 しらかわせきし 1 ・歴史がある白河の関、関山にちなんだ名前である

228 白河新橋市 しらかわしんばしし 1 ・白河市と大信村と表郷村に新しい大きな橋をかける意味を込めた名前である

229 白河新生市 しらかわしんせいし 1 ・新しく生まれ変わる意味を込めた名前である

230 しらかわしんごう市 しらかわしんごうし 1 ・白河、信、郷をつかった名前である

231 白河城市 しらかわじょうし 1

232 白河郷信市 しらかわさとのぶし 1

233 白河小峰城市 しらかわこみねじょうし 1 ・白河の名所として名前を残したいと思ったため
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

234 白河古関市 しらかわこせきし 1

235 白河大表市 しらかわたおし 1 ・白河、大信、表郷の３つの名前をとって採用した名前である

236 白河アケポノ市 しらかわあけぽのし 1

237 しらかは市 しらかわし 1 ・昔風のイメージから名付けた名前である

238 城下市 じょうかし 1 ・小峰城が歴史の流れを見守っているような土地であるため

239 七八市 ひちやし 1 ・白河だるまが有名、七転八起で七と八を取った名前である

240 市表大市 しおたし 1 ・市、村合わせた名前である

241 三白河市 さんしらかわし 1 ・３市村合わせによる名前である

242 三市町村市 さんしちょうそんし 1 ・三つの市町村が合併と言う事の名前である

243 山河市 さんがし 1 ・山と川の豊かな地域性をイメージさせ、『河』は白河の名をうけついだ名前である

244 さくら野市 さくらのし 1 ・白河市はさくらが多いから

245 桜ヶ峰市 さくらがみねし 1 ・白河の桜と小峰城のイメージをした名前である

246 湖大郷市 こたごうし 1 ・（白河南湖）（大信）（表郷）自然と共に生きられる市をイメージした名前である

247 古新町市 こしんちょうし 1 ・「ふるきをすてて、新しきをしる」を、イメージした名前である

248 ここよりみちのくしらかわ市 ここよりみちのくしらかわし 1 ・みちのくへの玄関であるこの地をよりわかりやすく市名として表現する

249 郷大白市 さたはくし 1 ・表郷の郷、大信の大、白河の白の一字をとった名前である

250 郷白河市 ふるさとしらかわし 1 ・三市村住民のふるさと（郷）を、意味した名前である

251 高原都市白河市 こうげんとししらかわし 1 ・さわやかな高原都市のイメージされるため

252 県南新白河市 けんなんしんしらかわし 1 ・福島県南部の都市であるから
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

253 けんなん市 けんなんし 1 ・県南地方のかなめとなる様に願いを込めた名前である

254 きらしらかわ市 きらしらかわし 1 ・きらきらと輝く住民であり続けるため

255 希望市 のぞみし 1 ・３つの市村の合併により希望ある未来になるようにと願いをこめた名前である

256 関白市 かんぱくし 1 ・白河の関があるから

257 河郷信市 かごしんし 1 ・三市村という意味を込めた名前である

258 河郷信市 かごうしんし 1 ・白河の河、表郷の郷、大信の信一字をとった名前である

259 河郷市 かわごうし 1 ・白河の河と表郷の郷を合わせた名前である

260 影華市 えいがし 1 ・栄える事を意味した名前である

261 かえで市 かえでし 1 ・四季折々の草花が楽しめる地域をイメージした名前である

262 親知山市 しんちやまし 1 ・白河市・表郷村・東村の中心にあるお店である

263 表大河市 おもてたいがし 1 ・３つの市が合併して、３つの名前も１つになったイメージから

264 表信白河市 おもてしんしらかわし 1 ・三つの市町村の一文字を表した名前である

265 表白信市 おもしろしんし 1 ・ノーコメントである

266 表河市 おもてがわし 1 ・２村の名前の一部をくっつけた名前である

267 おも河市 おもかわし 1 ・おもてごうと白河をがったいさせた名前である

268 おひたし市 おひたしし 1 ・前部のかしら文字を取った名前である

269 奥白河市 おくしらかわし 1 ・奥の細道があるから

270 奥州しらかわ市 おうしゅうしらかわし 1 ・東北＝奥州　しらかわの名を残したいため

271 上阿武隈市 かみあぶくまし 1
・福島の美しい阿武隈川は有名であり、豊かな自然未来を感じさせる伸びのびした響きがあり、阿
　武隈川の源流だから
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順位 新市の名称 よみがな 応募数 主　な　理　由

272 いやさか市 いやさかし 1 ・言葉の意味のとおり、合併の繁栄を祈った名前である

273 あらた市 あらたし 1 ・心機一転をイメージした名前である

274 あぶくま新白河市 あぶくましんしらかわし 1 ・大海の源、阿武隈川の源流で中心に流れているから

275 艶市 あでし 1 ・上品で美しい市をイメージした名前である

276 あたらしい市 あたらしいし 1 ・あたらしいから

277 明未市 あけみし 1

278 　大白郷市 だいはくごうし 1

279 　大河郷市 たいがわごうし 1 ・大信村、白河市、表郷村をイメージした名前である
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第６回議会の議員の定数等に関する小委員会

平成１６年９月９日（木） １８：００～１９：２０開催日時

白河市役所 地下第１会議室開催場所

２０名出席委員

項 目

１ 協議事項

□東村の参加による初めての委員会となるため、本小委員会に付託されている事項及

びこれまでの本小委員会における協議経過等について、事務局より説明を受けた。

併せて、白河市、表郷村、大信村の３市村の枠組みにおいては、平成１９年４月末

日までの在任特例を適用し、在任特例期間中の議員報酬を現行報酬とするという方

向性で確認したことの説明を受けた。

（参考資料）

・議会の議員の定数及び任期の取扱い

・合併特例法の選択肢について

・合併特例法第７条（在任特例）の適用について

・議員報酬等試算

□本小委員会における協議経過等及び資料について意見交換した。主な意見の要旨は

次のとおりである。

（東村の委員の意見）

・３市村で確認された方向性に異論はない。

・３市村で確認された方向性どおり進めるのか、他の選択肢も含めて再検討するの

かを確認したい。

（その他の委員の意見 ）

・前回までの協議に当たっては、在任特例の適用についてどう理由付けをし、どう

住民に説明するかという視点で進めてきた。東村の加入に伴って現在の議員数が

６４人となることから、再度住民への説明という視点で協議する必要があるので

はないか。

・地域自治区の設置が決定し、住民の意見を反映させる仕組みが出来たことも考慮

しなければならないのではないか。

・３市村で確認された方向性で進むべきである。

□上記の意見交換を踏まえ

これまでの小委員会における方向性を継続するのか、東村が加入したことにより再

、 、 。度検討を行うのかについて 次回小委員会までの間 持ち帰り検討することとした

□第７回小委員会までに次の資料を提示するよう事務局に要請した。

・県内の法定協議会における議員の取扱いについての協議状況資料

・議員定数（小選挙区）についての資料

□第６回合併協議会への小委員会報告について

本日の第６回小委員会の第６回合併協議会への協議経過報告については、事務局

でとりまとめの上、報告文案については正副委員長に一任することを確認した。

２ 次回小委員会日程について

平成１６年９月２４日（金 、協議会終了後に開催することを確認した。）

平成１６年９月２４日

議会の議員の定数等に関する小委員会

委員長 大 高 正 人
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