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次 第

１ 開 会

頁

２ 委員長あいさつ

３ 議 題

(1) 新市名称公募集計結果について １

(2) 新市名称候補の選定方法（案）について ４

(3) 今後のスケジュール（案）について ６

４ その他

(1) 小委員会の開催予定について

① 第３回小委員会

日時：平成15年10月23日（木）午後２時から

会場：掛川市役所 ５階 全員協議会室

② 第４回小委員会

日時：平成15年11月４日（火）午後１時から

会場：大須賀町役場 南館 ２階 第一研修室

５ 閉 会

【参考資料】

(1) 新市名称公募要領 ７

(2) 新市名称候補選定基準 ９

(3) 新市名称の考え方 10

(4) 全国市名一覧表 12
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Ⅰ 新市名称公募集計結果について

１ 公募期間

平成15年８月15日（金）～９月16日（火）

２ 新市名称応募状況 … 別冊１ページ参照

３ 応募総数 １，３７２件

(1) 有効件数 １，３２０件（２８５作品）

(2) 無効件数 ５２件

４ 応募総数内訳

(1) 応募方法別分類

① 応募はがき（料金後納） １，０６２件 ④ ＦＡＸ ２０件

② ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・Eﾒｰﾙ １４７件 ⑤ 封 書 ０件

③ 官製はがき １４３件

(2) 性別分類

① 男 ７７３件 ② 女 ５９９件

【 応 募 方 法 別 分 類 】

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･Eﾒｰﾙ

11%

官 製 は が き

10%

Ｆ Ａ Ｘ  1%

応 募 は が き

78%

【 性 別 分 類 】

男  56%
女  44%
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(3) 応募者地域別分類

① 掛川市 ８１９件 ④ 県内 ８０件

② 大東町 ２０９件 ⑤ 県外 ６０件

③ 大須賀町 ２０４件 ⑥ 不明 ０件

(4) 応募者年代別分類

① ０～９歳 ２６件（ 1.9％） ⑦ 60～69歳 ２７１件（19.8％）

② 10～19歳 １２７件（ 9.3％） ⑧ 70～79歳 ２０２件（14.7％）

③ 20～29歳 １２０件（ 8.7％） ⑨ 80～89歳 ５４件（ 3.9％）

④ 30～39歳 １４２件（10.3％） ⑩ 90～99歳 ７件（ 0.5％）

⑤ 40～49歳 １６３件（11.9％） ⑪ 不明 １２件（ 0.9％）

⑥ 50～59歳 ２４８件（18.1％）

【 応 募 者 地 域 別 分 類 】

掛 川 市

60%

県 外

4%

県 内

6%大 須 賀 町

15%

大 東 町

15%

0

50

100

150

200

250

300

（件）

【応募者年代別分類】

応募件数 26 127 120 142 163 248 271 202 54 7 12

０代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 不明
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５ 応募作品（有効分）の内訳

(1) 新市名称応募作品一覧表（50音順） … 別冊２ページ参照

(2) 新市名称応募数順一覧表 … 別冊15ページ参照

(3) 居住地別応募数順一覧表（上位10名称） … 別冊18ページ参照

(4) 年代別応募数順一覧表（上位10名称） … 別冊19ページ参照

６ 無効件数（５２件）の内訳

(1) ふりがなが明記されていないため、名称の読み方が特定できないもの ４件

① 掛大 １件

② 新城 １件

③ 掛城 １件

④ 賀東川 １件

(2) 名称の理由が記載されていないもの ８件

(3) 氏名、住所等の記載がないため応募者個人を確認できないもの ９件

(4) １人につき複数の応募があったもの ２７件（１２人）

(5) １つの応募名称に複数のふりがなの記載のあるもの ４件

① 三城（サンジョウ・ミツシロ） ２件

② 大掛川（オオカケガワ・ダイカケガワ） １件

③ 大掛（オオカケ・オオガケ） １件
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Ⅱ 新市名称候補の選定方法（案）について

（第２回小委員会）【第１次選定】

① 第２回小委員会において、事務局が新市名称公募集計結果について報告を行う。

② 小委員会終了後、各委員は、選定基準等（Ｐ９～Ｐ18及び別冊）を参考に、応募作品の中か

ら５作品（以内）を選定し、新市名称候補第１次選定用紙（別記様式）に記入の上、事務局に

提出する。

③ 事務局は、各委員から提出された第１次選定用紙を集計し、第１次選定作品一覧表を作成す

る。

・ 提出方法 事務局へＦＡＸ、メール、郵送又は持参

・ 提出期限 １０月１６日（木）

・ 提 出 先 掛川市・大東町・大須賀町合併協議会事務局

（第３回小委員会）【第２次選定】

各委員は、事務局から第１次選定の集計結果（第１次選定作品一覧表）の報告を受けた後、第

１次選定作品の中から１人につき２作品（以内）を提案する。委員からの提案後、協議を行い、

協議会へ報告する５作品程度の候補を選定する。
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別記様式

新 市 名 称 候 補 第 １ 次 選 定 用 紙

委員名

№ 名 称 フリガナ 選 定 理 由

（注）

１ 選定候補とする５作品（以内）を記載してください。

、「 」 。２ №欄には 新市名称応募作品一覧表(50音順) (別冊Ｐ２～Ｐ14)の№を記載してください

３ 選定理由は、必ず記載してください。

。 ）４ 第１次選定基準（Ｐ９）に該当しない下記名称は、除いてください （別冊の 表示

(1) 漢字、ひらがな、カタカナ及びこれらの組み合わせ以外の表記によるもの

№ 名 称 （ フ リ ガ ナ ） 理 由

20 遠州・掛川市（エンシュウカケガワ） 記号「・」を使用しているため

25 遠州・城下町市（エンシュウジョウカマチ） 記号「・」を使用しているため

64 KAKEGAWA市（カケガワ） ローマ字による表記のため

160 新・掛川市（シンカケガワ） 記号「・」を使用しているため

(2) 全国にある市と同じ表記によるもの

№ 名称（フリガナ） 理 由

131 佐野市（サノ） 既に同一の市名が存在するため … 栃木県 佐野( サ ノ )市

165 新城市（シンジョウ） 既に同一の市名が存在するため … 愛知県 新城(シンシロ)市

179 大東市（ダイトウ） 既に同一の市名が存在するため … 大阪府 大東(ダイトウ)市

205 東海市（トウカイ） 既に同一の市名が存在するため … 愛知県 東海(トウカイ)市

245 三笠市（ミカサ） 既に同一の市名が存在するため … 北海道 三笠(ミ カ サ)市

271 大和市（ヤマト） 既に同一の市名が存在するため … 神奈川県 大和(ヤマト)市
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Ⅲ 今後のスケジュール（案）について

時 期 協 議 会 小 委 員 会 事 務 局

第２回小委員会10月７日

①集計結果の報告

②名称候補の絞込方法の検討

①第１次選定用紙の回収10月16日

②第１次選定作品一覧表

第５回協議会 の作成10月21日

第２回小委員会の報告

第３回小委員会10月23日

①第１次選定集計結果報告

②名称候補の協議・決定

③協議会における名称決定方

法の検討

・第３回小委員会の決定

を受け、第４回小委員

会資料を作成

第４回小委員会11月４日

①選定理由の検討

・第４回小委員会の決定

を受け、第６回協議会

資料を作成

第６回協議会11月18日

①小委員会の最終報告

②「新市の名称」の提案

第７回協議会12月16日

｢新市の名称｣の協議・確認
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資料１

新市名称公募要領

１ 応募資格

新市の名称にふさわしい優れた名称の候補案をできる限り幅広く収集できるよう １市２町 掛、 （

川市・大東町・大須賀町）の在住者・勤務者をはじめ、だれでも応募できるものとする。

２ 応募方法

(1) 応募はがき（料金後納）

(2) 官製はがき

(3) 封書

(4) ファックス

(5) インターネット・Ｅメール

※ 応募はがきは、募集チラシとして協議会だより第３号に折り込み、１市２町の全世帯に配布

するとともに、１市２町及び公共施設の窓口等に備え付ける。

３ 記載内容

(1) 新市の名称（漢字の場合はふりがなを明記）

(2) 新市の名称の理由

(3) 郵便番号・住所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話番号

４ 応募制限

(1) 応募は、１人１名称１作品に限り有効とする。

なお、複数応募の場合は、すべて無効とする。

(2) 漢字、ひらがな、カタカナ及びこれらの組み合わせにより表記された読み書きが容易な名称

とする。

５ 公募期間

( ) 平成15年８月15日（金）～９月16日（火）1

(2) 郵送による応募の場合は、９月16日の消印まで有効とする。

６ 応募作品の取扱い

応募された作品に関する一切の権利は、当協議会に帰属する。
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７ 賞品の取扱い

合併協議会において、新市の名称が決定された後、新市の名称として採用された名称を応募し

た者等の中から受賞者を選考する。

名付け親大賞(1)

新市の名称として選ばれた作品の応募者の中から抽選により１名を決定し、10万円相当の

旅行券を授与

名付け親賞(2)

新市の名称として選ばれた作品の応募者の中から、名付け親大賞に決定された者を除き、

抽選により５名を決定し、１万円相当の図書券を授与

参加賞(3)

名付け親大賞及び名付け親賞に決定された者を除いたすべての応募者の中から抽選により

50名を決定し、２千円相当の図書券を授与

８ 発表

新市の名称が決定された後、名称選考の経過及び結果を協議会だより、ホームページ及び１市

２町広報紙に掲載する。また、応募された作品の中から新市の名称が決定した場合は、賞品当選

者に別途通知する。

９ 名称募集の周知方法

(1) 新市名称募集チラシ兼応募はがきの作成・配布

(2) 協議会だより

(3) 合併協議会ホームページ

(4) １市２町広報紙

(5) マスメディアへの情報提供

(6) 新聞広告への掲載など
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資料２

新市名称候補選定基準

１ 選定基準

新市の名称候補は、次の第１次選定基準の全てに該当し、かつ第２次選定基準のいずれか１つ

以上に該当するもののうちから選定する。

(1) 第１次選定基準

① 漢字、ひらがな、カタカナ及びこれらの組み合わせにより表記された読み書きが容易な名

称であること。

② 全国の市と同じ表記でないこと。

(2) 第２次選定基準

① 地域の歴史、文化にちなんだ名称

② 地域を地理的にイメージできる名称

③ 地域の特徴を表す名称

④ 地域を対外的にアピールできる名称

⑤ 地域の知名度の向上が期待できる名称

⑥ 新市の将来をイメージした名称

⑦ その他新市にふさわしい名称

※ 地域とは、１市２町（掛川市・大東町・大須賀町）の区域をいう。

２ 選定方法

新市名称の候補は、小委員会において５点程度選定し、合併協議会に報告するものとする。

３ 選定に当たっての留意事項

(1) 小委員会は、新市名称に関する調査・審議の結果として、候補となる５点程度を選定し、合

併協議会に報告するものであり、最終的な決定は合併協議会が行うものであること。

(2) 公募結果については、小委員会における審議の参考として取り扱い、単に応募数の多寡によ

り新市名称候補を選定するものではないこと。

(3) 公募作品については、他に適当な候補がない場合に限り、原案の趣旨を損なわない範囲で補

作を行った上、選考することができる。
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資料３

新市名称の考え方

１ 基本的な考え方

新設合併の場合は、すべての市町村の法人格が消滅し、新たな法人格が発生することから、

新市の発足までに新市の名称を定める必要があります。

なお、名称の定め方については、法律上、特に規定がないことから、基本的には、自由に定

めることができますが、基本的な考え方として、次のことに留意する必要があります。

地方公共団体の名称は、当該地域に住む住民の日常生活に密接しており、地域住民にとって

非常に重要な事柄であることは間違いありません。そのため、その名称の意味するところがあ

まりにも不穏当なものであるとか、読み方のわからないもの、また、近隣の地方公共団体の名

称と類似しており、郵便物の配送等に混乱を生じるおそれがあるものは、市町村の名称として

不適当であると考えられます。

市町村の名称として、大多数は漢字を使用していますが、平仮名や片仮名の市町村も存在し

ます。しかし、記号やローマ字を名称として使用している市町村はありません。

「★○」のような記号を用いたものは、その読み方がはっきりと特定できませんので不適当

であることは言うまでもありませんが、ローマ字はどうでしょうか。ローマ字の場合、音読は

可能ですが、従来から使用されている漢字、平仮名、片仮名と違って日本語ではないというこ

とが大きなポイントになると思われます。

既に述べたように、市町村の名称は、地域住民の日常生活の至るところに関わり、住民にと

って非常に重要な事柄ですので、ローマ字を使用することは、住民の「日本という国に住んで

いる」という意識にまで影響を与えかねないということを考えますと、ふさわしくないのでは

ないかと考えられます。

２ 新市名称についての手続

合併により、新たに市町村が設置されるような新設合併の場合には、地方自治法第７条第１

項の規定による関係市町村の廃置分合（合併）の申請に基づき、県議会の議決を経て知事が定

め、総務大臣が告示することにより効力を生じることになります。

３ 新市において、既に全国にある市と同一の名称は使用できないのか

町村が市になった場合は、郡の区域から除外されるため、市の名称については、郡名を冠す

ることができないので、町村以上に団体の識別が容易であることが求められています。

この点について、昭和45年３月12日付け自治振第32号の自治事務次官通知で「市の設置若し

くは町を市とする処分を行う場合において、当該処分により新たに市となる普通地方公共団体

の名称については、既存の市の名称と同一となり又は類似することとならないよう十分配慮す

ること」と各都道府県知事あてに出されており、既に全国にある市と同一の名称は使用できま

せん。また、東京都と広島県に「府中市」が存在しますが、これは両都県においてわずか１日

違いで市制施行されたという特殊事情があったようです。
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４ 新市の名称に関し留意すべき基準（総務省見解）

(1) すでに全国に同一又は類似の市町村が存在する場合

① 同じ表記で読み方が異なる場合

【例】宮城県日向市（ひゅうがし） → 日向市（ひなたし）

静岡県清水市（しみずし） → 清水市（きよみずし）

→ × 表記が同じ場合は不可。

② 異なる表記で読み方が同じ場合

【例】宮城県仙台市（せんだいし） → 鹿児島県川内市（せんだいし）

佐賀県鹿島市（かしまし） → 茨城県鹿嶋市（かしまし）

→ ○

③ 同一又は類似の「町村」が存在する場合

【例】東京都瑞穂町（みずほまち） → 岐阜県瑞穂市（みずほし）

岐阜県池田町（いけだちょう）→ 大阪府池田市（いけだし）

→ ○ 全国的にみて、現在も同様の事例がある。

(2) 外国語を日本語（カタカナ、ひらがな等）で表記した場合

【例】ＡＬＰＳ → 山梨県南アルプス市

→ ○ 理由が明確であれば可。

(3) 略字及び算用数字等の使用

① 「ヶ」の使用

→ ○ 例：三ヶ日町、青ヶ島村など

② 「０１２３４５６７８９（数字 」の使用）

→ × 日本語かどうか解釈できない。適当とは思われない。

③ 「々」の使用

→ ○ 例：小佐々町など

(4) 通常の読み方と異なる読み方をする場合

【例】京都府八幡市（はちまんし） → （やわたし）

埼玉県幸手市（こうでし） → （さってし）

高知県宿毛市（しゅくげし） → （すくもし）

→ ○ 新市名を告示する場合に、読みがなをふればよい。

(5) その他市の名称としてふさわしくないもの

・公序良俗に反する名称

・長すぎる名称

・現在使用していない漢字を使用した名称
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全 国 市 名 一 覧 表（50音順）
資料４

平成15年10月１日現在

番号 都道府県 市 名 ふりがな 番号 都道府県 市 名 ふりがな

１ 兵庫県 相生市 あいおいし 48 島根県 出雲市 いずもし

２ 福島県 会津若松市 49 群馬県 伊勢崎市 いせさきしあいづわかまつし

３ 青森県 青森市 あおもりし 50 三重県 伊勢市 いせし

４ 兵庫県 明石市 あかしし 51 神奈川県 伊勢原市 いせはらし

５ 北海道 赤平市 あかびらし 52 茨城県 潮来市 いたこし

６ 高知県 安芸市 あきし 53 兵庫県 伊丹市 いたみし

７ 東京都 昭島市 あきしまし 54 千葉県 市川市 いちかわし

８ 秋田県 秋田市 あきたし 55 岩手県 一関市 いちのせきし

９ 東京都 あきる野市 あきるのし 56 愛知県 一宮市 いちのみやし

10 鹿児島県 阿久根市 あくねし 57 千葉県 市原市 いちはらし

11 埼玉県 上尾市 あげおし 58 新潟県 糸魚川市 いといがわし

12 兵庫県 赤穂市 あこうし 59 静岡県 伊東市 いとうし

13 埼玉県 朝霞市 あさかし 60 沖縄県 糸満市 いとまんし

14 北海道 旭川市 あさひかわし 61 東京都 稲城市 いなぎし

15 千葉県 旭市 あさひし 62 愛知県 稲沢市 いなざわし

16 栃木県 足利市 あしかがし 63 長野県 伊那市 いなし

17 北海道 芦別市 あしべつし 64 愛知県 犬山市 いぬやまし

18 兵庫県 芦屋市 あしやし 65 大阪府 茨木市 いばらきし

19 静岡県 熱海市 あたみし 66 岡山県 井原市 いばらし

20 神奈川県 厚木市 あつぎし 67 鹿児島県 指宿市 いぶすきし

21 徳島県 阿南市 あなんし 68 栃木県 今市市 いまいちし

22 北海道 網走市 あばしりし 69 愛媛県 今治市 いまばりし

23 千葉県 我孫子市 あびこし 70 佐賀県 伊万里市 いまりし

24 兵庫県 尼崎市 あまがさきし 71 愛媛県 伊予市 いよし

25 福岡県 甘木市 あまぎし 72 愛媛県 伊予三島市 いよみしまし

26 神奈川県 綾瀬市 あやせし 73 埼玉県 入間市 いるまし

27 京都府 綾部市 あやべし 74 茨城県 岩井市 いわいし

28 新潟県 新井市 あらいし 75 福島県 いわき市 いわきし

29 熊本県 荒尾市 あらおし 76 山口県 岩国市 いわくにし

30 和歌山県 有田市 ありだし 77 愛知県 岩倉市 いわくらし

31 愛知県 安城市 あんじょうし 78 静岡県 磐田市 いわたし

32 群馬県 安中市 あんなかし 79 埼玉県 岩槻市 いわつきし

33 長野県 飯田市 いいだし 80 宮城県 岩沼市 いわぬまし

34 福岡県 飯塚市 いいづかし 81 北海道 岩見沢市 いわみざわし

35 長野県 飯山市 いいやまし 82 千葉県 印西市 いんざいし

36 大阪府 池田市 いけだし 83 広島県 因島市 いんのしまし

37 奈良県 生駒市 いこまし 84 長野県 上田市 うえだし

38 長崎県 諫早市 いさはやし 85 三重県 上野市 うえのし

39 茨城県 石岡市 いしおかし 86 富山県 魚津市 うおづし

40 沖縄県 石垣市 いしがきし 87 大分県 宇佐市 うさし

41 北海道 石狩市 いしかりし 88 茨城県 牛久市 うしくし

42 沖縄県 石川市 いしかわし 89 京都府 宇治市 うじし

43 宮城県 石巻市 いしのまきし 90 熊本県 牛深市 うしぶかし

44 大阪府 泉大津市 いずみおおつし 91 大分県 臼杵市 うすきし

45 大阪府 泉佐野市 いずみさのし 92 北海道 歌志内市 うたしないし

46 大阪府 和泉市 いずみし 93 栃木県 宇都宮市 うつのみやし

47 鹿児島県 出水市 いずみし 94 熊本県 宇土市 うとし
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番号 都道府県 市 名 ふりがな 番号 都道府県 市 名 ふりがな

95 山口県 宇部市 うべし 144 福井県 小浜市 おばまし

96 沖縄県 浦添市 うらそえし 145 北海道 帯広市 おびひろし

97 千葉県 浦安市 うらやすし 146 富山県 小矢部市 おやべし

98 愛媛県 宇和島市 うわじまし 147 栃木県 小山市 おやまし

99 岩手県 江刺市 えさしし 148 三重県 尾鷲市 おわせし

100 岐阜県 恵那市 えなし 149 愛知県 尾張旭市 おわりあさひし

101 北海道 恵庭市 えにわし 150 大阪府 貝塚市 かいづかし

102 神奈川県 海老名市 えびなし 151 和歌山県 海南市 かいなんし

103 宮崎県 えびの市 えびのし 152 石川県 加賀市 かがし

104 北海道 江別市 えべつし 153 岐阜県 各務原市 かがみがはらし

105 山梨県 塩山市 えんざんし 154 宮城県 角田市 かくだし

106 滋賀県 近江八幡市 155 静岡県 掛川市 かけがわしおうみはちまんし

107 東京都 青梅市 おうめし 156 兵庫県 加古川市 かこがわし

108 大分県 大分市 おおいたし 157 鹿児島県 鹿児島市 かごしまし

109 岐阜県 大垣市 おおがきし 158 兵庫県 加西市 かさいし

110 福岡県 大川市 おおかわし 159 岡山県 笠岡市 かさおかし

111 鹿児島県 大口市 おおくちし 160 茨城県 笠間市 かさまし

112 大阪府 大阪狭山市 161 奈良県 香芝市 かしばしおおさかさやまし

113 大阪府 大阪市 おおさかし 162 奈良県 橿原市 かしはらし

114 愛媛県 大洲市 おおずし 163 茨城県 鹿嶋市 かしまし

115 広島県 大竹市 おおたけし 164 佐賀県 鹿島市 かしまし

116 群馬県 太田市 おおたし 165 新潟県 柏崎市 かしわざきし

117 島根県 大田市 おおだし 166 千葉県 柏市 かしわし

118 秋田県 大館市 おおだてし 167 大阪府 柏原市 かしわらし

119 栃木県 大田原市 おおたわらし 168 愛知県 春日井市 かすがいし

120 山梨県 大月市 おおつきし 169 福岡県 春日市 かすがし

121 滋賀県 大津市 おおつし 170 埼玉県 春日部市 かすかべし

122 福井県 大野市 おおのし 171 鹿児島県 加世田市 かせだし

123 福岡県 大野城市 おおのじょうし 172 埼玉県 加須市 かぞし

124 愛知県 大府市 おおぶし 173 大阪府 交野市 かたのし

125 岩手県 大船渡市 おおふなとし 174 千葉県 勝浦市 かつうらし

126 秋田県 大曲市 おおまがりし 175 秋田県 鹿角市 かづのし

127 長野県 大町市 おおまちし 176 福井県 勝山市 かつやまし

128 福岡県 大牟田市 おおむたし 177 大阪府 門真市 かどまし

129 長崎県 大村市 おおむらし 178 石川県 金沢市 かなざわし

130 愛知県 岡崎市 おかざきし 179 岐阜県 可児市 かにし

131 秋田県 男鹿市 おがし 180 栃木県 鹿沼市 かぬまし

132 長野県 岡谷市 おかやし 181 鹿児島県 鹿屋市 かのやし

133 岡山県 岡山市 おかやまし 182 岩手県 釜石市 かまいしし

134 沖縄県 沖縄市 おきなわし 183 千葉県 鎌ヶ谷市 かまがやし

135 埼玉県 桶川市 おけがわし 184 神奈川県 鎌倉市 かまくらし

136 福岡県 小郡市 おごおりし 185 愛知県 蒲郡市 がまごおりし

137 北海道 小樽市 おたるし 186 山形県 上山市 かみのやまし

138 神奈川県 小田原市 おだわらし 187 埼玉県 上福岡市 かみふくおかし

139 新潟県 小千谷市 おぢやし 188 京都府 亀岡市 かめおかし

140 兵庫県 小野市 おのし 189 三重県 亀山市 かめやまし

141 山口県 小野田市 おのだし 190 千葉県 鴨川市 かもがわし

142 広島県 尾道市 おのみちし 191 新潟県 加茂市 かもし

143 山形県 尾花沢市 おばなざわし 192 佐賀県 唐津市 からつし
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番号 都道府県 市 名 ふりがな 番号 都道府県 市 名 ふりがな

193 愛知県 刈谷市 かりやし 242 島根県 江津市 ごうつし

194 埼玉県 川口市 かわぐちし 243 愛知県 江南市 こうなんし

195 埼玉県 川越市 かわごえし 244 埼玉県 鴻巣市 こうのすし

196 神奈川県 川崎市 かわさきし 245 山梨県 甲府市 こうふし

197 大阪府 河内長野市 かわちながのし 246 兵庫県 神戸市 こうべし

198 兵庫県 川西市 かわにしし 247 福島県 郡山市 こおりやまし

199 愛媛県 川之江市 かわのえし 248 茨城県 古河市 こがし

200 香川県 観音寺市 かんおんじし 249 福岡県 古賀市 こがし

201 熊本県 菊池市 きくちし 250 東京都 小金井市 こがねいし

202 千葉県 木更津市 きさらづし 251 鹿児島県 国分市 こくぶし

203 大阪府 岸和田市 きしわだし 252 東京都 国分寺市 こくぶんじし

204 茨城県 北茨城市 きたいばらきし 253 静岡県 湖西市 こさいし

205 福島県 喜多方市 きたかたし 254 埼玉県 越谷市 こしがやし

206 岩手県 北上市 きたかみし 255 奈良県 五條市 ごじょうし

207 福岡県 北九州市 256 青森県 五所川原市 ごじょがわらしきたきゅうしゅうし

208 北海道 北広島市 きたひろしまし 257 奈良県 御所市 ごせし

209 北海道 北見市 きたみし 258 新潟県 五泉市 ごせんし

210 埼玉県 北本市 きたもとし 259 東京都 小平市 こだいらし

211 大分県 杵築市 きつきし 260 静岡県 御殿場市 ごてんばし

212 沖縄県 宜野湾市 ぎのわんし 261 宮崎県 小林市 こばやしし

213 岐阜県 岐阜市 ぎふし 262 和歌山県 御坊市 ごぼうし

214 千葉県 君津市 きみつし 263 東京都 狛江市 こまえし

215 埼玉県 行田市 ぎょうだし 264 長野県 駒ヶ根市 こまがねし

216 京都府 京田辺市 きょうたなべし 265 愛知県 小牧市 こまきし

217 京都府 京都市 きょうとし 266 石川県 小松市 こまつし

218 東京都 清瀬市 きよせし 267 徳島県 小松島市 こまつしまし

219 群馬県 桐生市 きりゅうし 268 長野県 小諸市 こもろし

220 埼玉県 久喜市 くきし 269 大分県 佐伯市 さいきし

221 滋賀県 草津市 くさつし 270 愛媛県 西条市 さいじょうし

222 沖縄県 具志川市 ぐしかわし 271 埼玉県 さいたま市 さいたまし

223 鹿児島県 串木野市 くしのきし 272 宮崎県 西都市 さいとし

224 岩手県 久慈市 くじし 273 大阪府 堺市 さかいし

225 宮崎県 串間市 くしまし 274 香川県 坂出市 さかいでし

226 北海道 釧路市 くしろし 275 鳥取県 境港市 さかいみなとし

227 山口県 下松市 くだまつし 276 山形県 寒河江市 さがえし

228 東京都 国立市 くにたちし 277 佐賀県 佐賀市 さがし

229 埼玉県 熊谷市 くまがやし 278 山形県 酒田市 さかたし

230 三重県 熊野市 くまのし 279 埼玉県 坂戸市 さかどし

231 熊本県 熊本市 くまもとし 280 神奈川県 相模原市 さがみはらし

232 岡山県 倉敷市 くらしきし 281 長野県 佐久市 さくし

233 鳥取県 倉吉市 くらよしし 282 奈良県 桜井市 さくらいし

234 福岡県 久留米市 くるめし 283 千葉県 佐倉市 さくらし

235 広島県 呉市 くれし 284 兵庫県 篠山市 ささやまし

236 青森県 黒石市 くろいしし 285 長崎県 佐世保市 させぼし

237 栃木県 黒磯市 くろいそし 286 埼玉県 幸手市 さってし

238 富山県 黒部市 くろべし 287 北海道 札幌市 さっぽろし

239 三重県 桑名市 くわなし 288 香川県 さぬき市 さぬきし

240 宮城県 気仙沼市 けせんぬまし 289 栃木県 佐野市 さのし

241 高知県 高知市 こうちし 290 福井県 鯖江市 さばえし
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番号 都道府県 市 名 ふりがな 番号 都道府県 市 名 ふりがな

291 神奈川県 座間市 ざまし 340 大阪府 泉南市 せんなんし

292 埼玉県 狭山市 さやまし 341 埼玉県 草加市 そうかし

293 千葉県 佐原市 さわらし 342 岡山県 総社市 そうじゃし

294 新潟県 三条市 さんじょうし 343 福島県 相馬市 そうまし

295 兵庫県 三田市 さんだし 344 千葉県 袖ヶ浦市 そでがうらし

296 宮城県 塩竃市 しおがまし 345 大阪府 大東市 だいとうし

297 長野県 塩尻市 しおじりし 346 大阪府 高石市 たかいしし

298 埼玉県 志木市 しきし 347 富山県 高岡市 たかおかし

299 大阪府 四條畷市 348 群馬県 高崎市 たかさきししじょうなわてし

300 静岡県 静岡市 しずおかし 349 兵庫県 高砂市 たかさごし

301 新潟県 新発田市 しばたし 350 宮城県 多賀城市 たがじょうし

302 群馬県 渋川市 しぶかわし 351 大阪府 高槻市 たかつきし

303 北海道 士別市 しべつし 352 茨城県 高萩市 たかはぎし

304 静岡県 島田市 しまだし 353 岡山県 高梁市 たかはしし

305 長崎県 島原市 しまばらし 354 愛知県 高浜市 たかはまし

306 静岡県 下田市 しもだし 355 香川県 高松市 たかまつし

307 茨城県 下館市 しもだてし 356 岐阜県 高山市 たかやまし

308 茨城県 下妻市 しもつまし 357 兵庫県 宝塚市 たからづかし

309 山口県 下関市 しものせきし 358 福岡県 田川市 たがわし

310 山口県 周南市 しゅうなんし 359 北海道 滝川市 たきかわし

311 新潟県 上越市 じょうえつし 360 佐賀県 多久市 たくし

312 広島県 庄原市 しょうばらし 361 佐賀県 武雄市 たけおし

313 京都府 城陽市 じょうようし 362 大分県 竹田市 たけたし

314 福島県 白河市 しらかわし 363 広島県 竹原市 たけはらし

315 千葉県 白井市 しろいし 364 福井県 武生市 たけふし

316 宮城県 白石市 しろいしし 365 福岡県 太宰府市 だざいふし

317 新潟県 白根市 しろねし 366 岐阜県 多治見市 たじみし

318 和歌山県 新宮市 しんぐうし 367 東京都 立川市 たちかわし

319 山形県 新庄市 しんじょうし 368 兵庫県 龍野市 たつのし

320 愛知県 新城市 しんしろし 369 北海道 伊達市 だてし

321 富山県 新湊市 しんみなとし 370 群馬県 館林市 たてばやしし

322 大阪府 吹田市 すいたし 371 千葉県 館山市 たてやまし

323 福島県 須賀川市 すかがわし 372 和歌山県 田辺市 たなべし

324 高知県 宿毛市 すくもし 373 愛知県 田原市 たはらし

325 長野県 須坂市 すざかし 374 東京都 多摩市 たまし

326 高知県 須崎市 すさきし 375 熊本県 玉名市 たまなし

327 神奈川県 逗子市 ずしし 376 岡山県 玉野市 たまのし

328 三重県 鈴鹿市 すずかし 377 鹿児島県 垂水市 たるみずし

329 石川県 珠州市 すずし 378 神奈川県 茅ヶ崎市 ちがさきし

330 静岡県 裾野市 すそのし 379 福岡県 筑後市 ちくごし

331 北海道 砂川市 すながわし 380 福岡県 筑紫野市 ちくしのし

332 兵庫県 洲本市 すもとし 381 長野県 千曲市 ちくまし

333 長野県 諏訪市 すわし 382 愛知県 知多市 ちたし

334 岐阜県 関市 せきし 383 埼玉県 秩父市 ちちぶし

335 大阪府 摂津市 せっつし 384 北海道 千歳市 ちとせし

336 愛知県 瀬戸市 せとし 385 長野県 茅野市 ちのし

337 宮城県 仙台市 せんだいし 386 千葉県 千葉市 ちばし

338 鹿児島県 川内市 せんだいし 387 千葉県 銚子市 ちょうしし

339 香川県 善通寺市 ぜんつうじし 388 東京都 調布市 ちょうふし
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番号 都道府県 市 名 ふりがな 番号 都道府県 市 名 ふりがな

ながおかきょうし389 愛知県 知立市 ちりゅうし 438 京都府 長岡京市

390 茨城県 つくば市 つくばし 439 新潟県 長岡市 ながおかし

391 大分県 津久見市 つくみし 440 長崎県 長崎市 ながさきし

392 三重県 津市 つし 441 岐阜県 中津川市 なかつがわし

393 愛知県 津島市 つしまし 442 大分県 中津市 なかつし

394 茨城県 土浦市 つちうらし 443 山口県 長門市 ながとし

395 新潟県 燕市 つばめし 444 長野県 中野市 なかのし

396 岡山県 津山市 つやまし 445 長野県 長野市 ながのし

397 山形県 鶴岡市 つるおかし 446 滋賀県 長浜市 ながはまし

398 福井県 敦賀市 つるがし 447 福岡県 中間市 なかまし

399 埼玉県 鶴ヶ島市 つるがしまし 448 高知県 中村市 なかむらし

400 山梨県 都留市 つるし 449 千葉県 流山市 ながれやまし

401 山形県 天童市 てんどうし 450 沖縄県 名護市 なごし

402 奈良県 天理市 てんりし 451 愛知県 名古屋市 なごやし

403 静岡県 天竜市 てんりゅうし 452 鹿児島県 名瀬市 なぜし

404 愛知県 東海市 とうかいし 453 宮城県 名取市 なとりし

405 千葉県 東金市 とうがねし 454 石川県 七尾市 ななおし

406 愛媛県 東予市 とうよし 455 沖縄県 那覇市 なはし

407 新潟県 十日町市 とおかまちし 456 三重県 名張市 なばりし

408 岩手県 遠野市 とおのし 457 富山県 滑川市 なめりかわし

409 岐阜県 土岐市 ときし 458 北海道 名寄市 なよろし

410 徳島県 徳島市 とくしまし 459 奈良県 奈良市 ならし

411 愛知県 常滑市 とこなめし 460 千葉県 習志野市 ならしのし

412 埼玉県 所沢市 ところざわし 461 千葉県 成田市 なりたし

413 高知県 土佐市 とさし 462 徳島県 鳴門市 なるとし

414 高知県 土佐清水市 とさしみずし 463 高知県 南国市 なんこくし

415 佐賀県 鳥栖市 とすし 464 山形県 南陽市 なんようし

416 埼玉県 戸田市 とだし 465 新潟県 新潟市 にいがたし

417 新潟県 栃尾市 とちおし 466 埼玉県 新座市 にいざし

418 栃木県 栃木市 とちぎし 467 新潟県 新津市 にいつし

419 鳥取県 鳥取市 とっとりし 468 愛媛県 新居浜市 にいはまし

420 富山県 砺波市 となみし 469 岡山県 新見市 にいみし

421 三重県 鳥羽市 とばし 470 愛知県 西尾市 にしおし

にしとうきょうし422 北海道 苫小牧市 とまこまいし 471 東京都 西東京市

423 群馬県 富岡市 とみおかし 472 鹿児島県 西之表市 にしのおもてし

424 沖縄県 豊見城市 とみぐすくし 473 兵庫県 西宮市 にしのみやし

425 千葉県 富里市 とみさとし 474 兵庫県 西脇市 にしわきし

426 富山県 富山市 とやまし 475 宮崎県 日南市 にちなんし

427 愛知県 豊明市 とよあけし 476 栃木県 日光市 にっこうし

428 兵庫県 豊岡市 とよおかし 477 愛知県 日進市 にっしんし

429 愛知県 豊川市 とよかわし 478 岩手県 二戸市 にのへし

430 新潟県 豊栄市 とよさかし 479 福島県 二本松市 にほんまつし

431 愛知県 豊田市 とよたし 480 山梨県 韮崎市 にらさきし

432 大阪府 豊中市 とよなかし 481 群馬県 沼田市 ぬまたし

433 愛知県 豊橋市 とよはしし 482 静岡県 沼津市 ぬまづし

434 茨城県 取手市 とりでし 483 北海道 根室市 ねむろし

435 青森県 十和田市 とわだし 484 大阪府 寝屋川市 ねやがわし

436 大阪府 富田林市 とんだばやしし 485 福岡県 直方市 のおがたし

437 山形県 長井市 ながいし 486 秋田県 能代市 のしろし
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番号 都道府県 市 名 ふりがな 番号 都道府県 市 名 ふりがな

487 千葉県 野田市 のだし 536 大阪府 枚方市 ひらかたし

488 宮崎県 延岡市 のべおかし 537 島根県 平田市 ひらたし

489 北海道 登別市 のぼりべつし 538 神奈川県 平塚市 ひらつかし

490 山口県 萩市 はぎし 539 長崎県 平戸市 ひらどし

491 石川県 羽咋市 はくいし 540 沖縄県 平良市 ひららし

492 北海道 函館市 はこだてし 541 青森県 弘前市 ひろさきし

493 岐阜県 羽島市 はしまし 542 広島県 広島市 ひろしまし

494 和歌山県 橋本市 はしもとし 543 北海道 深川市 ふかがわし

495 埼玉県 蓮田市 はすだし 544 埼玉県 深谷市 ふかやし

496 神奈川県 秦野市 はだのし 545 福井県 福井市 ふくいし

497 東京都 八王子市 はちおうじし 546 長崎県 福江市 ふくえし

498 青森県 八戸市 はちのへし 547 福岡県 福岡市 ふくおかし

499 広島県 廿日市市 はつかいちし 548 福島県 福島市 ふくしまし

500 埼玉県 鳩ヶ谷市 はとがやし 549 京都府 福知山市 ふくちやまし

501 岩手県 花巻市 はなまきし 550 広島県 福山市 ふくやまし

502 埼玉県 羽生市 はにゅうし 551 静岡県 袋井市 ふくろいし

503 大阪府 羽曳野市 はびきのし 552 大阪府 藤井寺市 ふじいでらし

504 静岡県 浜北市 はまきたし 553 静岡県 藤枝市 ふじえだし

505 島根県 浜田市 はまだし 554 群馬県 藤岡市 ふじおかし

506 静岡県 浜松市 はままつし 555 神奈川県 藤沢市 ふじさわし

507 東京都 羽村市 はむらし 556 静岡県 富士市 ふじし

508 福島県 原町市 はらまちし 557 静岡県 富士宮市 ふじのみやし

509 愛知県 半田市 はんだし 558 埼玉県 富士見市 ふじみし

510 大阪府 阪南市 はんなんし 559 山梨県 富士吉田市 ふじよしだし

511 埼玉県 飯能市 はんのうし 560 福岡県 豊前市 ぶぜんし

512 大阪府 東大阪市 561 東京都 府中市 ふちゅうしひがしおおさかし

513 香川県 東かがわ市 ひがしかがわし 562 広島県 府中市 ふちゅうし

514 東京都 東久留米市 ひがしくるめし 563 東京都 福生市 ふっさし

515 山形県 東根市 ひがしねし 564 千葉県 富津市 ふっつし

516 広島県 東広島市 565 千葉県 船橋市 ふなばししひがしひろしまし

517 埼玉県 東松山市 566 北海道 富良野市 ふらのしひがしまつやまし

518 東京都 東村山市 567 宮城県 古川市 ふるかわしひがしむらやまし

519 東京都 東大和市 ひがしやまとし 568 大分県 豊後高田市 ぶんごたかだし

520 山口県 光市 ひかりし 569 愛知県 碧南市 へきなんし

521 滋賀県 彦根市 ひこねし 570 大分県 別府市 べっぷし

522 三重県 久居市 ひさいし 571 愛媛県 北条市 ほうじょうし

523 愛知県 尾西市 びさいし 572 山口県 防府市 ほうふし

524 岡山県 備前市 びぜんし 573 秋田県 本荘市 ほんじょうし

525 埼玉県 日高市 ひだかし 574 埼玉県 本庄市 ほんじょうし

526 大分県 日田市 ひたし 575 熊本県 本渡市 ほんどし

527 茨城県 常陸太田市 ひたちおおたし 576 京都府 舞鶴市 まいづるし

茨城県 日立市 ひたちし 577 群馬県 前橋市 まえばしし528

529 茨城県 ひたちなかし 578 福岡県 前原市 まえばるしひたちなか市

530 熊本県 人吉市 ひとよしし 579 鹿児島県 枕崎市 まくらざきし

531 東京都 日野市 ひのし 580 島根県 益田市 ますだし

532 北海道 美唄市 びばいし 581 東京都 町田市 まちだし

533 富山県 氷見市 ひみし 582 長崎県 松浦市 まつうらし

534 兵庫県 姫路市 ひめじし 583 島根県 松江市 まつえし

535 宮崎県 日向市 ひゅうがし 584 三重県 松阪市 まつさかし
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585 石川県 松任市 まっとうし 634 静岡県 焼津市 やいづし

586 千葉県 松戸市 まつどし 635 大阪府 八尾市 やおし

587 大阪府 松原市 まつばらし 636 埼玉県 八潮市 やしおし

588 長野県 松本市 まつもとし 637 島根県 安来市 やすぎし

589 愛媛県 松山市 まつやまし 638 千葉県 八街市 やちまたし

590 香川県 丸亀市 まるがめし 639 千葉県 八千代市 やちよし

591 神奈川県 三浦市 みうらし 640 熊本県 八代市 やつしろし

592 北海道 三笠市 みかさし 641 山形県 柳井市 やないし

593 兵庫県 三木市 みきし 642 福岡県 柳川市 やながわし

594 埼玉県 三郷市 みさとし 643 熊本県 山鹿市 やまがし

595 青森県 三沢市 みさわし 644 山形県 山形市 やまがたし

596 静岡県 三島市 みしまし 645 岐阜県 山県市 やまがたし

597 岩手県 水沢市 みずさわし 646 山口県 山口市 やまぐちし

598 岐阜県 瑞浪市 みずなみし 647 福岡県 山田市 やまだし

やまとこおりやまし599 岐阜県 瑞穂市 みずほし 648 奈良県 大和郡山市

600 東京都 三鷹市 みたかし 649 神奈川県 大和市 やまとし

601 茨城県 水海道市 みつかいどうし 650 奈良県 大和高田市 やまとたかだし

602 新潟県 見附市 みつけし 651 山梨県 山梨市 やまなしし

603 茨城県 水戸市 みとし 652 福岡県 八女市 やめし

604 熊本県 水俣市 みなまたし 653 京都府 八幡市 やわたし

605 神奈川県 南足柄市 654 愛媛県 八幡浜市 やわたはましみなみあしがらし

606 山梨県 655 茨城県 結城市 ゆうきし南アルプス市 みなみあるぷすし

607 山口県 美祢市 みねし 656 北海道 夕張市 ゆうばりし

608 大阪府 箕面市 みのおし 657 福岡県 行橋市 ゆくはしし

609 岐阜県 美濃加茂市 みのかもし 658 秋田県 湯沢市 ゆざわし

610 岐阜県 美濃市 みのし 659 滋賀県 八日市市 ようかいちし

611 広島県 三原市 みはらし 660 千葉県 八日市場市 ようかいちばし

612 岩手県 宮古市 みやこし 661 神奈川県 横須賀市 よこすかし

613 宮崎県 都城市 662 秋田県 横手市 よこてしみやこのじょうし

614 宮崎県 宮崎市 みやざきし 663 神奈川県 横浜市 よこはまし

615 京都府 宮津市 みやづし 664 埼玉県 吉川市 よしかわし

616 広島県 三次市 みよしし 665 三重県 四日市市 よっかいちし

617 京都府 向日市 むこうし 666 千葉県 四街道市 よつかいどうし

618 東京都 武蔵野市 むさしのし 667 鳥取県 米子市 よなごし

619 東京都 武蔵村山市 668 山形県 米沢市 よねざわしむさしむらやまし

りくぜんたかたし620 青森県 むつ市 むつし 669 岩手県 陸前高田市

621 福岡県 宗像市 むなかたし 670 滋賀県 栗東市 りっとうし

622 新潟県 村上市 むらかみし 671 茨城県 龍ヶ崎市 りゅうがさきし

623 山形県 村山市 むらやまし 672 新潟県 両津市 りょうつし

624 高知県 室戸市 むろとし 673 北海道 留萌市 るもいし

625 北海道 室蘭市 むろらんし 674 和歌山県 和歌山市 わかやまし

626 栃木県 真岡市 もおかし 675 埼玉県 和光市 わこうし

627 千葉県 茂原市 もばらし 676 石川県 輪島市 わじまし

628 岩手県 盛岡市 もりおかし 677 北海道 稚内市 わっかないし

629 大阪府 守口市 もりぐちし 678 埼玉県 蕨市 わらびし

630 茨城県 守谷市 もりやし

631 滋賀県 守山市 もりやまし

632 北海道 紋別市 もんべつし

633 栃木県 矢板市 やいたし
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１ 新市名称応募状況

応募日 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･Eﾒｰﾙ ＦＡＸ 封書 計 累計応募はがき 官製はがき

８月15日 13 1 2 16 16（金）

８月16日 0 16（土）

８月17日 12 12 28（日）

８月18日 14 23 45 73（月） 8

８月19日 12 10 10 4 36 109（火）

８月20日 53 6 1 64 173（水） 4

８月21日 41 1 5 1 48 221（木）

８月22日 57 1 7 65 286（金）

８月23日 7 7 293（土）

８月24日 4 1 5 298（日）

８月25日 99 1 15 115 413（月）

８月26日 22 6 2 30 443（火）

８月27日 37 1 38 481（水）

８月28日 37 1 38 519（木）

８月29日 42 2 3 47 566（金）

８月30日 1 1 567（土）

８月31日 1 3 4 571（日）

９月１日 101 3 21 125 696（月）

９月２日 5 4 3 1 13 709（火）

９月３日 53 3 1 1 58 767（水）

９月４日 27 1 1 29 796（木）

９月５日 26 2 1 29 825（金）

９月６日 4 4 829（土）

９月７日 1 1 830（日）

９月８日 71 4 2 77 907（月）

９月９日 14 2 1 17 924（火）

９月10日 38 2 5 1 46 970（水）

９月11日 23 4 6 33 003（木） 1,

９月12日 29 5 4 38 041（金） 1,

９月13日 8 1 9 050（土） 1,

９月14日 7 7 057（日） 1,

９月15日 12 12 069（月） 1,

９月16日 261 27 3 303 372（火） 12 1,

1,062 1,372合計 147 143 20 0

構成比 78% 11% 10% 1% 0% 100%
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２ 新市名称応募作品一覧表（50音順）

№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

1 あい アイ 1 ・助け「あい 、話し「あい 、郷土「あい 、ゆずり「あい 、平和と愛を込」 」 」 」

めて。

2 愛川 アイカワ 1 ・川は３市町が仲良く並んで愛を持って接していくという意味から。

3 葵 アオイ 1 ・掛川城、高天神城、横須賀城に縁のある徳川家（家紋…葵）にちなんで。

4 あすなろ アスナロ 1 ・未来に希望を持っている名称だから。

5 安住 アズミ 1 ・ 安心して住めるまち」という願いを込めて。「

6 あっぱれ アッパレ 1 ・昔、殿様が褒め称える時に 「おお、あっぱれ」と言ったから。、

7 あらた アラタ 1 ・３市町が合併し、あらたに頑張っていくという願いを込めて。ひらがなの

方が柔らかい感じが出て良いから。

8 いきいき イキイキ 1 ・明るい未来を感じながら住んでいる人達が、いきいきと暮らしていけるま

ちづくりを目指すという気持ちを込めて。

9 一番 イチバン 1 ・合併後の地形が、指で一番と指しているように見えるから。

10 海茶 ウチャ 1 ・掛川茶と大東、大須賀地域と言えば海だから。

11 海のまち ウミノマチ ヤマ 1 ・海の幸も山の幸も自然も豊かで、住み良いまちであり続けるように。

山のまち 掛川 ノマチ カケガワ

12 海山 ウミヤマ 1 ・海も山もある緑豊かな市になるから。

13 栄城 エイジョウ 1 ・今以上に栄える事を祈って （３市町の城から）。

・方言の「えいちょうし」より調子のいい町→栄城市。

14 ええとこ エエトコ 1 ・３市町とも本当にええとこだから。

15 エコパ エコパ 3 ・全国的に知名度が高いから。掛川市にエコパがあるから。

・エコパは将来の市の中心であるから。

16 遠茶城 エサシロ 1 ・大東、大須賀一面に広がる遠州灘、掛川・小笠地区特産の茶、日本の唯一

の木造復元城掛川城から。

17 遠海 エンカイ 1 ・遠州灘から。

18 遠州 エンシュウ 54 ・全国的に知名度が高く、地理的にイメージできる。

・馴染みも深く、親しみやすい。

・歴史と将来の発展を願って。

・将来の広域合併を考えて。

・遠州を代表する市になってほしいから。

・天気予報でも遠州が使われているから。

・遠州灘へ向かって大きく発展していくように。

・遠州灘のように広く大きなまちになるように。

・３市町とも遠州の中心に位置しているから。

・全国に通ずる深遠壮大な呼称である。

・青い海と美しい砂浜を持つ遠州灘に面した市であるから。

・３市町ともそれぞれに個性があり､大きく遠州でとらえた方が良い。

・広大な遠州灘の荒波を乗り越え､大きく発展する街づくり。

・遠州地方に位置する新市名にふさわしいから。

・全国的にも｢遠州｣は書物、芝居等で広く親しまれている名称だから。

19 遠州大掛 エンシュウ 1 ・遠州と３市町の名称から。

オオガケ

20 遠州・掛川 エンシュウ 1 ・掛川市が３市町の中で一番中心だから。

カケガワ

21 遠州かけがわ エンシュウ 3 ・遠州灘と掛川市の環境をイメージしてひらがなで。

カケガワ ・遠州を代表する大きな市という意味と宿場町である掛川を残したいから。

・南は遠州灘、北は緑の多い山々と新幹線、東名、ＪＲと日本の中心でもあ

る静岡県の主要道路等の通るまち、掛川に相応しい名前であってほしいか

ら。

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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22 遠州掛川 エンシュウ 18 ・遠州灘に面している２町と全国に知られている城下町掛川市を合わせて。

カケガワ ・掛川の名称は知名度が高いので残したい。

・掛川の名は全国的にも知名度が高いから。

・大東、大須賀町ともに遠州灘に面しているから。

・親しみやすい。

・地形的に山や海とで南北に長くなり、近代的イメージではないが、茶産地

のアピールを加美し、緑豊かなまちを前面に出した方が良い。

・静岡市と浜松市の間にある中心都市として栄えるように。

・昔から遠州という呼称があり、住民に親しまれていたから。

・３市町更なる発展を目指す意味を込めて。

・遠州の中核をなす、NEW掛川市への期待・希望を込めて。

・掛川音頭の「遠州掛川よ」から。

23 遠州栄 エンシュウ 1 ・遠州地方が栄えて有名になるように。

サカエ

24 遠州三城 エンシュウ 2 ・３市町は、戦国時代それぞれ城を有していたので三城とし、地域を特定す

サンジョウ るため遠州をつけた。

25 遠州・城下町 エンシュウ 1 ・大須賀、掛川は城下町の風情が残っているので。

ジョウカマチ

26 遠州遠江 エンシュウ 1 ・３市町全部が含まれており、県西部地区は遠州と呼ばれているので。

トオトウミ

27 遠州報徳 エンシュウ 1 ・小笠郡は日本で最も報徳を生活の信条としており、素晴らしい人材を多く

ホウトク 育て上げてきた。報徳の教えの必要性を思い。

28 遠州三城 エンシュウ 1 ・遠州灘と掛川城、横須賀城、高天神城の３つの城から。

ミツシロ

29 遠州南 エンシュウ 1 ・天気予報で、この辺を遠州南と言うから。

ミナミ ・わかりやすく、すぐ覚えれると思うから。

30 遠州笠山 エンシュウ 1 ・小笠山を中心とした緑あふれるまちとして、発展してほしいから。

リュウザン

31 央京 オウキョウ 3 ・東京と京都の中央に位置し、スローライフを協調したまちの雰囲気を盛り

上げる意味から。

・東京と中京の中心であり、城下町としての名にふさわしい。

・京は京都ではなく、国の都という意味。央は国の中心の意味。これから発

展し、国の中心となるように。

32 王京 オウキョウ 1 ・日本の中心となり発展する市という意味から。

33 遠海 オウミ 1 ・３市町は遠州の遠と太平洋の海があり、最もふさわしい名称だから。

34 遠江城下町 オウミ 1 ・３市町ともに戦国時代の城と関係があるから。

ジョウカマチ

35 おおかけ オオカケ 1 ・大東、大須賀の「大 、掛川の「掛」から。」

・新市の発展を願い表記は、ひらがなにした。

36 大掛 オオカケ 17 ・大東、大須賀の「大 、掛川の「掛」から。」

・３市町が大きな虹を掛け、明るく住み良い市になるように。

・現在の地名が消えてしまうのは寂しいから。

・大きく発展していってほしいという願いを込めて。

・３市町とって公平で、発展性を感じる響きだから。

・未来に向かって大きな架（掛）橋となれるまちづくりを願って。

・語呂が良くて呼びやすいから。

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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37 大掛 オオガケ 15 ・自分の市や町の名前の字を残したいから。

・掛川の「掛」と大東、大須賀の「大」から。

・発音の良さと羽ばたくような感じがとても良いから。

・未来への大きな橋がこの新市から掛けられることを願って。

・子供達がこの地を起点に将来に向かって大きな夢の掛け橋を何本も掛けら

れるような市（ふる里）になってほしいから。

・世界に目を向け、大きく羽ばたき前進してほしいから。

38 おお掛川 オオカケガワ 2 ・大須賀、大東の「大」をとって 「おお」と「掛川市」を合わせた。、

39 大掛川 オオカケガワ 25 ・大東、大須賀の「大」をとって、更に大きな市になるよう願って。

・飛躍のイメージから。

・従来の名称への愛着から、それぞれの名称の文字を使用したい。

・ 大」を入れることにより、大東、大須賀の方にも納得してもらえるので「

はと思うから。

・わかりやすく、しかも合併により更なる発展を願って。

・掛川の地名は全国的に高くなっているから、無くさない方が良い。

・大東、大須賀の地名も一部に取り入れて、共通の「大」を入れた。

・新しい市の大いなる発展・飛躍することを願って。

40 大掛町 オオガケチョウ 1 ・大須賀、大東の「大」と掛川の「掛」から。

41 大川 オオカワ 5 ・大東、大須賀の「大」と掛川の「川」から （川は徳川の由来もある）。

・３市町の今までの名称も残したいし、わかりやすいから。

・大きな川が流れているから。

42 大城 オオジョウ 1 ・３市町の歴史を重んじ大東、大須賀の「大」と掛川城の「城」から。

43 大城 オオシロ 2 ・大東、大須賀「大」と掛川市のシンボルでもある「城」から。

44 大城栄 オオシロ 1 ・城下町掛川の「城」と大東、大須賀の「大」合わせ、益々栄える様に。

サカエ

45 大須賀 オオスカ 1 ・大東町、大須賀町の「大 、掛川市の「市」をとって。」

46 大空 オオゾラ 1 ・北に原泉の山、粟ヶ岳、小笠山があり、原野谷川、倉真川の流れは白砂青

松の遠州灘に注いでいる美しい歴史の土地であり、その夢を星につなげた

いという思いから。

47 おがさ オガサ 2 ・千古動かずそびえ立つ小笠山から。

・ひらがなにした方が、誰にでも親しみやすく漢字よりやわらかい感じがし

て、希望が持てる感じがするから。

48 小笠 オガサ 29 ・三市町の中央にある小笠山から （小笠山市では長すぎるため）。

・小笠山をどう利活用していくかが新市のキーになると思うから。

・３市町が有する共通の自然、小笠山から。

・ワールドカップでエコパが有名になったから。

・東名高速道路でも小笠山パーキングの名が全国へ浸透しているから。

・将来また昔の小笠郡の町が仲間となることを願って。

・小笠山を中心としたスポーツや文化を前面に出した市にしたいから。

・小笠郡の中心であった掛川に小笠の名前を残したいから。

・小笠山を中心とした３市町が共に発展する地形にある小笠山の名称から。

・小笠は昔から親しまれた地名だから。

・小笠山を中心に２市６町の広域合併後も見据えて。

・小笠山を中心とした都市づくりを願って。

49 小笠掛川 オガサカケガワ 5 ・小笠郡のイメージと中心地掛川市の合併にちなんで。

・近い将来、菊川、小笠も含んだ１市４町合併を目指して。

・３市町に共通する小笠山とその中心都市の掛川を組合せから。
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50 小笠三城 オガサ 1 ・３市町の３つの城から「三城 、頭に小笠と付けた方が、より格調高くな」

サンジョウ ると思うから。

51 小笠山麓学遊 オガササンロク 1 ・３市町の共有財産である小笠山の山麓に共に集う生涯学習の都市という意

ガクユウ 味から。

52 小笠山 オガサヤマ 24 ・３市町のほぼ中心部にあり、自然豊かで、決して無くすことは出来ない大

切な山だから。

・緑豊かな小笠山に接し、自然の宝庫に恵まれているから。

・３市町の中心に小笠山があり 21世紀の新市を象徴する自然の宝庫だから｡、

・３市町にまたがる小笠山を新市の名称とすることにより、住民意識の一体

感が生まれ、新市のアピールにもなると思うから。

・小笠山は、３市町の象徴であり、全国的にも有名だから。

・長閑で、雄大な響きがあると思うから。

・小笠山を有名にすれば新市の知名度も上がり、観光客も増えるから。

・馴染みやすく、親しみがもてるから。

・将来、より広域になっても通用するから。

・今後の広域合併をにらんで。

・将来、大きく発展する市を期待して。

53 小笠山憩いの オガサヤマ 1 ・自然の宝庫であり、遠い戦国時代の歴史を今も物語っている古戦場を有す

森 イコイノモリ る安らぎを与えてくれる地域として。

54 小笠山東 オガサヤマ 1 ・小笠山を３市町ともに背にしており、小笠山を囲み東西南北に人々が生活

ヒガシ している内のほぼ東半分にあたるから。

55 丘田 オカダ 1 ・小高い丘と田で形成されている地形であるから。

・大須賀の「お 、掛川の「か 、大東の「だ」から。」 」

・掛川市を中心に２つの町と手を取り合い協力し合う語呂合わせとした。

56 大掛東 オカダ 1 ・大須賀の「大 、掛川の「掛 、大東の「東」から。」 」

・３市町がまとまっている感じでいいと思ったから。

57 おだか オダカ 1 ・大須賀の「お 、大東の「だ 、掛川の「か」から。」 」

58 おだがわ オダガワ 1 ・大須賀の「お 、大東の「だ 、掛川の「がわ」から。」 」

・穏やかな明るい未来に向かっていこうという気持ちを込めて。

59 快晴 カイセイ 1 ・観光客などが来たとき、晴れた方がまた来たいと思うため。

60 掛大 カオオ 1 ・３市町それぞれの個性を伸ばしつつ、鍵を掛けるようにガッチリと組み合

う意味から。

61 学習 ガクシュウ 1 ・生涯学習の先駆者として、全国へアピールし、新市になって更に全市民が

生涯学習を肝に銘じて取り組んでいけたら良いと思う。

62 掛海 カケウミ 1 ・川しかなかったけど、今度は海があるから。

63 掛賀城 カケガジョウ 1 ・掛川、大東（城東 、大須賀ともに城下町で共通しているので。）

64 KAKEGAWA カケガワ 1 ・ローマ字の市名は無いので。新しいという意味も込めて。

65 かけがわ カケガワ 55 ・掛川の名前を残し、柔らかいイメージにしたいから。

・市の名称は今までと変わらないので、以前の印象もそのまま残るから。

・親しみやすく、わかりやすいし、地理的にもイメージができる。

・新幹線、東海道、東名高速道路、掛川城など全国的に知名度が高いから。

・掛川は東海道五十三次の宿場で伝統があるため 「カケガワ」という「音、

と響き」は残したい。

・ひらがななら誰（子供）でもわかるし、シンプルで良いと思うから。

・歴史的に有名な掛川の名は残したいから。

・ 掛川」の名称は、新市をアピールするためにも必要。「

・老若男女が親しみを感じられるひらがなで。

・全国に広く知られている掛川の名称は残したいから。

・掛川市が中心となって、発展していってほしいという願いを込めて。

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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・掛川の名前は外せないけど、変化がほしいから。

・馴染みがあり、呼びやすいため。

・新幹線の止まる自然の美しい（田園風景 、掛川をアピールする為。）

・子どもでも読めるし、掛川が３つの中で一番有名だと思うから。

・掛川城は、今後も新市民のシンボル的建築物だから「かけがわ」の名を使

ってほしい。

66 カケガワ カケガワ 1 ・掛川の名称は親しまれているし、未来に向けて。

67 かけ川 カケガワ 8 ・３市町を流れる川にたとえて、丈夫で健全な架け橋でつないでほしいとい

う願いから。

・掛川城、新幹線掛川駅など残したい名称であるから。

・ひらがなを使うことで、親しみやすい印象が高まると思うから。

・合併を期に漢字の掛をひらがなに。読みやすく分かりやすくやさしい感じ

になるから。

・ 掛川」の名称が全国的にも知られているが 「掛」の文字をソフトなイメ「 、

ージにして。

68 掛ヶ和 カケガワ 1 ・スローライフ掛川、城下町（和風の和、調和の和 、合併による和、平和）

を願う和。３市町を掛けて和らぎの和という意味から。

69 掛河 カケガワ 1 ・３市町を流れる川は、重要な水源であり、合併が可になるという「河」を

使用した掛河市としたい。

70 掛賀和 カケガワ 1 ・掛川の「掛 、大須賀の「賀 、大東の「和」(大が含まれている）から。」 」

71 掛川 カケガワ 558 ・掛川城、新幹線掛川駅、ＪＲ掛川駅、ＩＣ、掛川茶と全国的に知名度が高

いから。

・昔から馴染んだ地名であり、愛着があるから。

・掛川という名は歴史上からも名高い名称であり、誇りを持てるから。

・由緒ある「掛川」の名前は合併後も残しておきたい地名だから。

・文字的にも響きが良く、書きやすいから。

・掛川は城下町として昔からその名は全国的にも知られている。大東も大須

賀もその一部にあるのだから、敢えて合併したからといって、名称を変え

る必要はないと思うから。

・旧東海道五十三次のほぼ中央に位置し、掛川宿、掛川城などの名前で全国

的にも知名度が高い。

・漫画の「シュート」で掛川という名前は全国区だから。

・大須賀町、大東町の名称が無くなるのは寂しいが、歴史ある掛川の名称を

残すのが自然であるから。

・聞き慣れてるし、一番覚えやすいから。

・誰が聞いてもわかりやすい。東海道の宿場として有名。

・地理的にわかりやすい。

・日本初の生涯学習都市であるから。

・抽象的な名称とすることは大きなマイナスと考える。

・新しい名称にするとかえって混乱を生じるから。

・掛川市で生まれ育ったため、掛川市の名を消してほしくない。

・歴史ある地名を尊重した方が良い。

・古くから伝わる歴史を後世の人間が安易に変えてはいけない。

・合併時のコストが一番かからないから。

・掛川城、掛川藩等、歴史的に由緒ある名前であり、新市の名称として将来

に伝えていくべき。

・新しい名称に変わると知名度が無くなってしまい、全国的に認知してもら

うには、大きな労力と時間がかかるから。
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新市名称応募作品一覧表（50音順）

№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

・生涯学習都市宣言を全国に先駆け実施して、全国的にも注目され、認めら

れているから。

・一時的な流行に左右された「ひらがな」や「カタカナ」の市名はつけるべ

きではないと思うから。

・静岡、清水の合併のように新市名に拘る必要はないと思うから。

・昔からこの地方の政治、経済、産業の中心であり、これからも永久に中心

であり続けると思うから。

・遠州、東海地方で唯一の寄ってみたくなる市にしてほしい。

72 懸河 カケガワ 2 ・あえて、昔の表記である「懸河」を使用し、新たな発展を期待する。

73 懸川 カケガワ 2 ・歴史的に地名を残したいから。

・３市町の住民の多くが共有できる名称は「かけがわ」だと思うから。

74 掛川大須 カケガワオオス 1 ・住んでいる町（市）の名前が無くなるのはとても残念なので、一字ずつ入

れた。

75 掛川小笠山 カケガワ 1 ・東海道五十三次の宿場でもあり、新幹線が止まる掛川は残し、３市町の共

オガサヤマ 通の自然である小笠山を後に付けた。

76 掛川三城 カケガワ 1 ・３市町の城（掛川城、高天神城、横須賀城）を合わせて。

サンジョウ

77 掛川汐見 カケガワシオミ 1 ・城下町掛川から太平洋を望む歴史と海の街という意味から。

78 掛川城 カケガワジョウ 2 ・掛川で一番美しい建物だから。

79 掛川城下 カケガワ 1 ・掛川城より遠州灘にかけて広がる市になるから、掛川城下と総称して言う

ジョウカ のが良い。

80 掛川新 カケガワシン 2 ・掛川市を中心に新しい市、住み良い市にしたいから。

81 掛川大 カケガワタイ 1 ・掛川と大東、大須賀町の「大」をとって。

82 掛川大 カケガワダイ 4 ・将来、大きな掛川になる事を記念して。

・掛川に大東、大須賀の２つの「大」を合わせて。

83 掛川大都 カケガワダイト 2 ・３市町が大きく羽ばたいてほしいと思って。

・経済、文化的に環境に関する中心都市に改良していくために。

84 掛川大東 カケガワ 1 ・３市町すべて網羅している名前だから。

ダイトウ

85 掛城 カケジョウ 1 ・掛川にお城が出来て、親しまれているから。

86 掛城 カケシロ 1 ・掛川市の頭文字と３市町には城（城跡）があり、共通するところから。

87 掛須城 カケスジョウ 1 ・掛川の「掛」と大須賀の「須 、城東の「城」から。お城もあるので。」

88 掛須東 カケストウ 1 ・３町合わせた意味。

89 掛静 カケセイ 1 ・掛川が静岡の様に発展する様に（中心）になるように。

90 掛大 カケタイ 1 ・大東、大須賀の「大 、大の字は大きい、広いなど大を表す。それと掛川」

の「掛」を合わせて。

91 掛大 カケダイ 7 ・３市町の頭文字から。

・市が大きく発展していくように。

92 掛大須 カケダイス 1 ・いつの時代になっても３市町の名称があったことを忘れないように。

93 掛大須賀 カケダイスカ 1 ・３市町の名称を合わせて。

94 掛東 カケトウ 1 ・高校等の名が残るから。

95 掛東園 カケトウエン 1 ・掛川と大東を合わせた名称で語呂がいいから。

96 掛東賀 カケトウガ 1 ・掛川の「掛 、大東の「東 、大須賀の「賀」をとって。」 」

・名前を１字残して伝統を守ろうという気持ちから。

97 掛東須川 カケトウスガワ 1 ・掛川の「掛 、大東の「東 、大須賀の「須」をとって。」 」

98 掛と大 カケトダイ 1 ・３市町が協力して明るい未来へ向かう願いを込めて。

99 掛南 カケナン 3 ・掛川とその南という意味。あまり重厚な意味を持たせなくても良い。

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

100 掛二大 カケニダイ 2 ・観光客も増えることを見越して、頭には掛川の「掛 、大須賀、大東の２」

町の「大」を「二大」をとって。

101 かけはし カケハシ 1 ・掛川のかけを残したい気持ちと３市町が共に１つになり、幸せのかけはし

になることができたらと思って。

102 掛橋 カケハシ 1 ・掛川の「掛」を使い、３市町の掛け橋となる市になって欲しいから。

103 掛大 カケヒロ 2 ・大東、大須賀の「大」を使い、掛川の「掛」を合わせて。

・読みやすいから。

104 掛海 カケミ 1 ・掛川と海に接している大東、大須賀が合併するから。

105 掛洋 カケヨウ 1 ・掛川の「掛」と大東、大須賀は太平洋に接していることから「洋」を合わ

せて。３市町の民意を議会にかけよう。

106 掛笠 カケリュウ 1 ・掛川の「掛」と大東、大須賀は小笠郡なので 「笠」を合わせて。、

107 笠掛 カサカケ 4 ・小笠郡の「笠 、掛川市の「掛」を合わせて。」

・親しんできた地名（小笠郡、掛川市）の一部を残した名称としたい。

108 一豊 カズトヨ 1 ・３市町共に城（城跡）をもつ歴史ある地、山内一豊の名から。

109 掛大 カダイ 2 ・掛川の「掛 、大東、大須賀の「大」から。」

110 掛東賀 カトカ 2 ・掛川の「掛 、大東の「東 、大須賀の「賀」から。」 」

・１字ずつ残すことによって、昔の名称が思い出されるから。

111 かなえ カナエ 1 ・かなえは食物を煮るのに使った金属製の三本脚の器である。

・３市町の住民の意見を尊重し、三本脚で支えて民意にかなえるように。

112 からっかぜ カラッカゼ 1 ・この地域の気候の特徴から。

113 環香 カンコウ 1 ・美しい環境で花の香りが漂ってくるかのような、そんなまちづくりを期待

して。

114 ききょう キキョウ 1 ・掛川の市花だから。

・秋の七草にも取り入れられ、初夏から秋まで咲きつづけるから。

115 桔梗 キキョウ 2 ・市役所に飾られた桔梗の花がとても清々しく希望に満ちあふれていた感が

あったから。

・花言葉の「変らぬ愛」ように、いつも花と愛のあふれる市になってほしい

から。

116 桔梗が丘 キキョウガオカ 1 ・花の名称から。

117 葛花 クズカ 1 ・掛川の名産、葛の花から。

118 懸笠 ケンリュウ 1 ・掛川宿を「懸川宿」とする表記があることと小笠の「笠」と合わせて。

・笠懸（かさがけ）という競技があり、目標めざした新市の発展に肖って。

119 交安 コウアン 1 ・合併しても、安心して暮らせるような「市」になることを願って。

120 光輝 コウキ 1 ・３市町が未来に向かって輝いていけるようにという想いから。

121 極楽 ゴクラク 1 ・こんな楽しい名前があっても良いと思うから。

・誰もが一度聞いただけで覚えてしまうから。

122 ここしか ココシカ 1 ・ここしかない市という意味。

123 琴 コト 1 ・３市町共に城下町としての歴史があり、琴の音色が今にも聞こえてきそう

な「やさしい歴史のある文化都市」を目指して。

124 これしか コレシカ 1 ・３市町それぞれのこれしかないという特色を出しながら発展していくよう

期待を込めて。

125 栄川 サカエガワ 1 ・経済、文化、行政、産業等のより一層の発展を願って。

・日本の中心都市として栄えることを熱望して。

126 栄川 サカガワ 1 ・川の流れのように綺麗で澄んだ栄える市になるよう願いを込めて。

127 盛城 サカキ 1 ・掛川城、高天神城にちなみ、城下町として活気に満ちた市になるように。

128 櫻 サクラ 1 ・日本の代表的なさくらから。

129 桜木 サクラギ 1 ・国の代表的な花である桜は日本の象徴として有名で馴染みやすく、知名度

を上げるには良いと思うから。

130 茶香 サコウ 1 ・市名に「茶」の文字を入れたかったことと「さこう」という音に新しい市

が花のように輝かしく 「咲こう」という意味をかけて。、
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№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

131 佐野 サノ 1 ・小笠郡は以前は佐野郡といっていた歴史上の地名から。

132 さわやか サワヤカ 1 ・いつまでもさわやかな市でいることを願って。

133 三合 サンアイ 1 ・３市町が合併するから。

134 三位城 サンイジョウ 1 ・３市町とも城に関係あるから。

135 さんごく サンゴク 1 ・３市町が合併し、新しい歴史が始まるから。

136 三城 サンジョウ 45 ・掛川市に掛川城、大東町に高天神城、大須賀町に大須賀城。この三城を合

わせて。

・それぞれの自治体の象徴ともいえる城（城跡）の字を市名に入れることに

よって、一体感が生まれると思うから。

「 」 、・ 高天神を征するものは… と古来から言われた３つの城をシンボルとし

協力し合って活力に満ちた新市の発展を願って。

・掛川城、高天神城、横須賀城、由緒ある城を持つ３市町の合併を祝して。

・掛川城、松尾城（横須賀城 、高天神城、それぞれの地の歴史を大切に更）

に発展しますように。

・３市町の合併を記念し、三城市とし、後世まで語り継がれるように。

・歴史と文化を象徴する新市に最もふさわしいから。

、 、 。・３市町共に有名な城下町であり 今後更に結束し 発展することを願って

137 参城 サンジョウ 2 ・掛川城、横須賀城、高天神城など歴史文化史跡等共通点があり 「参」は、

（加わる、かかわる）意味もあるので。

138 三城下 サンジョウカ 2 ・３市町共に城下町だったので。

139 三城 サンシロ 4 ・３市町にそれぞれ掛川城、高天神城、横須賀城あるから。

140 しあわせ シアワセ 1 ・みんながしあわせになるように。

「 」、 「 」、 「 」141 紫央里 シオリ 1 ・市の色を 紫 静岡県の中央から 央 良きふる里という意味から 里

をもらい、それを合わせて。

142 静岡中央 シズオカ 1 ・静岡県のほぼ真ん中に位置しているので。

チュウオウ

143 静南 シズナン 1 ・静岡県の南に位置しているし、暖かさ感じる思いから。

144 城下 ジョウカ 1 ・お城がある市町の合併であるため。

145 城掛 ジョウカ 1 ・３市町の中心である掛川城から。

146 生涯都 ショウガイト 1 ・掛川市は生涯学習都市宣言都市として知られており、それを前面に出して

全国にアピールすれば、新市の方向付けもしやすくなると思うから。

147 城郭 ジョウカク 1 ・歴史的にも名高い掛川城、高天神城、横須賀城があり、３つの城の存在価

値は忘れることが出来ない。城の佇まいと同じように至る所の構えを見て

も重厚で、しかも品格の溢れたまちになっていくことを願って。

148 城下集 ジョウカシュウ 1 ・城があって、みんなが集まるから。

149 城下街 ジョウカマチ 1 ・３市町には有名な城があり、城下「町」から城下「街」へ文化や人々も発

展してほしいから。

150 城下町 ジョウカマチ 1 ・昔の面影を忘れないように風情、趣のある名称がピッタリだと思うから。

151 城砦 ジョウサイ 1 ・３市町に共通する「城（城跡 」があり、砦という意味を持つ「城砦」を）

新市の名称にしたいと思ったから。

152 城東 ジョウトウ 1 ・お城の「城」と大東の「東」を合わせて。

153 城南 ジョウナン 1 ・掛川城、横須賀城、そして高天神の南方大東町、各々の歴史と今後の文化

の発展を願って。

154 城下 シロシタ 1 ・掛川市には掛川城があって、大東、大須賀にも歴史的な建物があるから。

155 城元 シロモト 1 ・３市町は城下町として栄えてきた歴史があり、城下町としての風情や環境

を大切にしているから。

156 城山 シロヤマ 1 ・山あり川あり、自然の緑に囲まれた豊かなふる里という意味から。

157 新遠州 シンエンシュウ 1 ・遠州地方だから、頭に新をつけてみた。

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

158 新大川 シンオオカワ 1 ・大東、大須賀の「大 、掛川の「川」を合わせて。３市町力を合わせ一か」

ら新たなスタートを切ってほしいという願いを込めて。

159 新小笠 シンオガサ 1 ・小笠山を中心とした今後の発展を目指して。

160 新・掛川 シンカケガワ 1 ・一番オーソドックスな名称だから。

161 新かけがわ シンカケガワ 1 ・新しくなるから「新 「かけがわ」は、ひらがなの方がやわらかく親しみ」、

やすいから。

162 新掛川 シンカケガワ 41 ・知名度の高い掛川を残し、大東、大須賀町と力を合わせて、新しく生まれ

変わるため。

・新しく生まれ変わった掛川市を創ってほしいから。

・大きく飛躍し、近未来都市新掛川に生まれ変わっていくことを祈念して。

・歴史ある掛川の名は残してほしい。

・３市町の中で一番大きい掛川市を代表として、他の２町と共に新しく出発

する意味から。

・３市町が新しい希望に向かって、他市に負けないように新掛川市として発

展することを願って。

・掛川の地名は全国的は認知されており、名称の変更はイメージ損である。

平成の大合併により新たに誕生した新都市が生涯学習の源として益々発展

することを期待して。

・他の名称にしてしまうと場所かわからなくなるため。

・新横浜のように響きが良く、綺麗な感じがするから。

・希望いっぱいの掛川に相応しい名前だと思うから。

163 新掛川城 シンカケガワ 1 ・新しい掛川市のイメージから。

ジョウ

164 新静西 シンシズニシ 1 ・静岡県西部の新しい都市として。

165 新城 シンジョウ 1 ・新しくできる市、大きい掛川城がメインの市。

166 新駿河 シンスルガ 1 ・駿河は温暖で良い所だし、響きも綺麗だから。

167 新生 シンセイ 1 ・新しい生活に入ることから。

168 新静 シンセイ 1 ・新しい静岡の市という意味から。

169 新星掛川 シンセイ 1 ・新しく生まれ変わって、発展する市という意味から。

カケガワ

170 榛葉 シンバ 1 ・自分の名前が新市の名称になったら、格好いいから。

171 駿河 スルガ 1 ・昔からの地名駿河から。

172 蒼海 ソウカイ 1 ・大須賀、大東一帯の太平洋の蒼海をイメージできるから。

・蒼は、森・山・空・草木・川すべてをイメージできる安らぎの色である。

173 大遠洲 ダイエンシュウ 1 ・過去の名称は潔く捨てて、イメージも大きく。

174 大かけがわ ダイカケガワ 1 ・大東の「大 、かけがわはひらがなでやわらかい優さしいイメージで。」

175 大掛川 ダイカケガワ 36 ・大東、大須賀の「大」と掛川を合わせて。

・掛川は古くから親しまれてきた名称だから残しておきたい。

・大きく未来に向って飛躍、発展する願いをこめて。

・未来の大都市をイメージして。

・２町に敬意を込めて先に「大」を入れた。

176 大掛東 ダイカケトウ 2 ・大須賀の「大 、掛川の「掛 、大東の「東」を合わせて。」 」

・掛川を中心に大須賀、大東が盛り上げていってほしい。

177 大川須 ダイカワス 1 ・大東の「大 、掛川の「川 、大須賀の「須」を合わせて。」 」

178 大成 タイセイ 1 ・人、文化、歴史、自然環境、資源、産業等を集め、明るく住み良い新市の

発展を望んで。

179 大東 ダイトウ 1 ・神小生、幸福の扉が開かれる大東市に希望する。

180 大東城 ダイトウジョウ 1 ・東海地区、大遠州の中核都市としてイメージも高く、静岡空港、第二東名

が完成すれば、交通面は無論、観光、産業等、多大の発展が望める。

181 大二掛川 ダイニカケガワ 1 ・大東、大須賀の大で「大二」と掛川を合わせて、新しく生まれ変わる。
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182 太陽 タイヨウ 1 ・太陽のように明るい市であるように。

183 高天泉 タカテンイズミ 1 ・高天神の「高天」と「泉」を合わせ、新市が豊かになることを願って。

184 高天神 タカテンジン 2 ・新市の名称は歴史的に縁のあるものが良い。高天神市はもちろん古城高天

神城に由来するが、一つ一つの文字を見ると「高い 「天 「神」と実に縁」 」

起の良い要素が入っている。この素晴らしい要素に肖って立派なまちづく

りをするきっかけとしたい。

185 茶美 チャウツク 1 ・茶畑の緑が美しいと感じられる地域で名産物が一目でわかるから。

186 茶香 チャコウ 1 ・３市町は茶所だから。

187 茶城 チャシロ 1 ・お茶の名産地であり、歴史的な城跡が複数あるから。

188 茶ちゃ チャチャ 1 ・見渡す限りのお茶畑やお茶の香りと味に心を奪われ、お茶をアピールした

いと想ったから。

189 茶都 チャット 1 ・３市町は、茶の栽培が盛んで茶文化の振興にも熱心である。また、呼び名

は「チャット」と響きがよく、人々が楽しく会話を交わす人間交流都市の

イメージが湧くと思うから。

190 茶所 チャドコロ 1 ・お茶所だから。

191 茶柱 チャバシラ 1 ・全国有数の茶産地であるし、覚えやすくユニークで縁起が良いから。

・茶柱が起つような幸運で明るい市民生活が出来ることを願って。

192 茶街 チャマチ 1 ・大東の「茶」と掛川の「街」を合わせて。

193 茶緑 チャミドリ 1 ・掛川や大東や大須賀といえば、お茶なので。

194 中遠 チュウエン 10 ・３市町共に遠州地方の中程に位置し、昔から中遠と呼ばれているから。

・スローライフを楽しむ地形が３市町には多くあり、文化のバロメーターで

あるお城もそれぞれある歴史文化の多い地だから。

・遠州広しといえども、遠州の代表的市であるから。

・日本の真ん中遠州の真ん中を統治する市を目指して。

・旧遠州東の中央に位置し、３市町の旧名にも属さず公平だから。

195 中遠小笠 チュウエン 1 ・小笠山を中心とした都市。

オガサ

196 中遠掛川 チュウエン 1 ・中遠地区＋掛川から。

カケガワ

197 中央緑 チュウオウ 1 ・日本のほぼ中心にあること。大東町（山の緑 、掛川市（茶、山の緑 、大） ）

ミドリ 須賀（大須賀海岸は海の色が緑）から。

198 中部 チュウブ 3 ・中部地方の代表的都市として、発展していくことを願って。

・東海地方に東海市があるように、中部地方に中部市があっても良い。

199 大掛川 デッカケガワ 1 ・大東、大須賀の「大」と掛川を合わせ、大きな成長をするという思いを込

めて。読み方は「デッカケガワ 。」

200 天寿 テンジュ 1 ・市民達が天寿を全う出来るような地域になれば良いと思うから。

201 天城 テンジョウ 1 ・ライトアップしているお城が空（天）に浮いているように見えるから。

202 天大 テンダイ 1 ・天の下に大きく発展する市。

203 東遠 トウエン 13 ・文化、歴史、観光の中心地として、発展できる市になってほしいから。

・東遠地域（１市７町）の中心となる地域であるから。

・昔の遠江の国の一番東部に位置しているから。

・遠州の東部に位置しているから。

204 東遠掛川 トウエン 1 ・浜松は西遠、袋井・磐田は中遠。そして、掛川は東遠だから。

カケガワ

205 東海 トウカイ 2 ・東海道の中心であるため。

、 。・馴染みのある名称であり 新市を皆で守っていきたいという願いを込めて

206 東賀川 トウカガワ 1 ・大東の「東 、大須賀の「賀 、掛川の「掛」を合わせて。」 」

207 東須川 トウスガワ 1 ・大東の「東 、大須賀の「須 、掛川の「川」を合わせて。」 」

208 遠江 トウトミ 1 ・昔の静岡県の唄から。

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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新市名称応募作品一覧表（50音順）

№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

209 遠江 トウミ 2 ・歴史があり、３市町が共通の連携をとれる名称であるから。

・地域を代表する市になるように。

・場所がイメージできるから。

210 とおとうみ トオトウミ 1 ・３市町は静岡県西部（遠江）にあるから。

・県内に全てひらがなの自治体ができるように。

211 遠江 トオトウミ 13 ・全国に知られている昔からの地名だから。

・３市町を総称するには、昔から遠州地方の遠江の名を残したい。

・遠江国と言われたこの地方に、新しく誕生する市だから。

・この地方をつくった土台で更に発展する市を願って。

・響きが良く、やさしい、懐かしい感じがする。

・将来大きく合併する場合、更に相応しくなるのと想うので。

・将来の特例市を展望して命名。

212 遠江掛川 トオトウミ 3 ・遠江にある三つの町・市がいっしょになるから。

カケガワ ・昔と現在を調和し、良い市をお互いに創っていく意味から。

213 処 トコロ 1 ・これしか処、茶処と何かにつけ 「らしさ」を表しているところから。、

214 東須川 トスガワ 1 ・大東（と 、大須賀（す 、掛川（がわ）から。） ）

215 豊大 トヨヒロ 1 ・山内一豊の「豊 、大東、大須賀の「大」とって豊かで大きく発展するこ」

とを願って。

216 中遠江 ナカトオトウミ 1 ・昔の日本旧国名遠江の中央部に位置し、山・川・海と風土に恵まれた地域

の合併であり、将来の発展を期待して。

217 なかよ ナカヨ 1 ・みんながニコニコして、仲の良いまちになるように。

218 仲良 ナカヨ 1 ・仲良しの市になることを願って。

219 ならここ ナラココ 1 ・平等だから。

220 南遠 ナンエン 1 ・遠州の南に位置するので。

221 南央 ナンオウ 1 ・太平洋を南に日本の中央に位置するから。

222 西小笠 ニシオガサ 1 ・小笠山が市の中心となるし、小笠郡東部のことも考えて。

223 虹掛 ニジカケ 1 ・３市町にまたがる夢の広がる虹の掛け橋となるように。

224 西太平洋 ニシ 1 ・地球儀を見ると太平洋の西に位置し、英語併記も「WEST PACIFIC OCEAN C

タイヘイヨウ ITY」となる。国内、国際的にも認知されやすく、将来発展する３つの町

にふさわしい。

225 日本一 ニッポンイチ 1 ・静岡を代表する富士山のように、良いことは、全て日本一になるように。

笑顔や親切でも日本一に。

226 ニュー掛川 ニューカケガワ 1 ・市の発展はやはり交通が中心となると思われるから。

227 東エコパ ヒガシエコパ 1 ・将来 （仮称）西エコパ市（袋井、森、浅羽）との合併を願い、その合併、

後の名称はエコパ市とする。

228 東遠州 ヒガシ 14 ・全国的に知名度が高い遠州の東側に位置するから。

エンシュウ ・合併する３市町が全て含まれているから。

・天気予報で「遠州」と言う言葉が使われ出しているから。

・新市の位置がわかりやすいと思うから。

・今後の更なる合併を考えて。

・全国に遠州という名前をアピール出来るため。

・遠州という地名は、まだ使われているので、馴染みやすい。

229 東掛賀 ヒガシカケガ 1 ・大東の「東 、掛川の「掛 、大須賀の「賀」をとって。」 」

、 。230 東遠江 ヒガシ 1 ・市の位置が特定されることにより 情報発信の面からもメリットは大きい

トオトウミ 東遠地域が近い将来、大同団結して、西の浜松、東の静岡に負けない力を

つけ、小笠山（エコパ）を中心に農住、観光都市として発展させたい。

231 太陽 ヒカリ 1 ・太陽が光り輝く市。

232 ひずる ヒズル 1 ・方言のひずるしい（まぶしい）から。

・輝かしく明るく成長する市であるように願いを込めて。

233 響掛川 ヒビキカケガワ 1 ・全国に無い名称をと思って。
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№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

234 平掛橋 ヒラカケバシ 1 ・平和の掛け橋になるような、住民一人一人が優しい平和を願うまち。

235 大掛川 ヒロカケガワ 1 ・大東、大須賀共に「大」がつき、これを「ヒロ」と読んで。

236 芙蓉 フヨウ 1 ・新たな希望と潤いを与えてくれる芙蓉が、３市町の家庭に野に道端にやさ

しく咲き続けてほしいという思いから。

237 ふる里 フルサト 1 ・言いやすいし、覚えやすいから。

、 、 。238 ふれあい フレアイ 1 ・合併しても 元々は違う市や町だから 触れ合ってほしいという意味から

239 平安 ヘイアン 1 ・平和で安心して暮らせる街だから。

240 平成 ヘイセイ 1 ・合併成就、新市成就、平和成就の強い願いを込めて。

241 平成掛川 ヘイセイ 1 ・平成時代の合併でできた新市だから。

カケガワ

242 豊栄 ホウエイ 1 ・３市町が互いに助け合い、豊かに繁栄したまちになってほしいから。

243 報徳 ホウトク 6 ・報徳の精神を後生に残すため。

・報徳社の中心地として掛川、大東、大須賀地内に根付いているから。

・次の時代を担う若者達にも「報徳」という言葉、精神を受け継ぎ、大切に

してもらいたいから。

244 前浜 マエハマ 1 ・濁点が無く、読みやすいから。

245 三笠 ミカサ 1 ・小笠山を通り抜けて常に、意志の疎通をはかり、住み良い街づくりをし、

３市町が一つになって、大きく発展することを願って。

246 美笠 ミカサ 1 ・３市町共に、小笠山と関わりがあり、三笠市とも思ったが、心も美しくな

ってほしいという願いも込めて「美笠」とした。

247 三城 ミキ 2 ・掛川城、高天神城、横須賀城があり、３つの城がある市という意味から。

248 三熊 ミクマ 1 ・大須賀町の三熊神社伝統があって、三熊神社大祭も伝統、文化、何と言っ

ても県指定無形民俗文化財第１号になっているし、1300年以上経っている

ので。

249 美里 ミサト 1 ・３市町にはたくさんの山、川、水田、海など資源や自然がたくさんあり、

これらを踏まえて美しい里「美里」が相応しい。

250 三静 ミシズ 1 ・３市町の合併で三、静岡県の静をとって三静市。

251 三城 ミシロ 6 ・３市町にそれぞれ掛川城、高天神城、横須賀城と歴史ある有名なお城があ

るから。

・掛川城、高天神城、横須賀城は戦国時代からの歴史があり、大切にしなく

てはならない史跡であるので、新市のシンボルとして三城市と名付けた。

・掛川城、高天神城、横須賀城の代名詞的表現。

252 三大 ミツオ 1 ・３つの市町が合併し、今よりももっと大きな３つの市町ができるように。

253 三城 ミツキ 1 ・掛川、大東、大須賀には、由緒あるお城がそれぞれあります。郷土に誇り

を持ち、手を取り合って未来を歩んでいきましょうという願いを込めて考

えました。

254 三ツ城 ミツシロ 3 ・各３市町に有名な城（城跡）があるから。

255 三城 ミツシロ 3 ・３市町にそれぞれ掛川城、高天神城、横須賀城と三ヶ所の城があるから。

256 みつは ミツハ 1 ・３市町が共に栄え、いつまでも緑豊かな市であるように。

257 みどり ミドリ 4 ・お茶のみどり、田園風景のみどり、心和むイメージから。

・みどりの自然あふれる田園都市を目指して。ひらがな名の持つアピール度

とインパクトの強さから。

・列車の窓からも東名高速道路から見える景色もまさにみどりだから。

・クリーンでいきいきとした街づくりの願いを込めて。

・３市町とも茶畑の緑、小笠山の緑等、緑に囲まれた地域であり、癒しの言

葉だから。

258 緑 ミドリ 2 ・自然に囲まれた緑豊かな市という意味から。

259 緑掛川 ミドリカケガワ 1 ・お茶の産地として、青い空と茶畑をイメージして。

260 緑ヶ浜 ミドリガハマ 1 ・緑が多いことと綺麗な海があるから。

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 主 な 応 募 理 由

261 みどり野 ミドリノ 1 ・森と台地、自然がいっぱいで新市名に相応しい。

262 緑野 ミドリノ 1 ・３市町共に益々緑にあふれるように。

263 緑平 ミドリヘイ 1 ・緑がいっぱいあり平和な市だと思うから。他市の人にそう思ってほしいか

ら。

264 南風 ミナミ 1 ・日本の中心の南に位置し、さわやかな市のイメージから。

、 。265 みやび ミヤビ 1 ・情緒豊かな地に相応しく 市民の心も文化的に育まれていくことを願って

266 未来 ミライ 2 ・未来に羽ばたく、期待されるまち。

・この先、限りない市の発展を目指して。

267 海緑空 ミリョク 1 ・自然が豊富で魅力ある地域だから。

268 明夢 メイム 1 ・明るく夢を持った人がたくさんいる市にしたいから。

269 八重城 ヤエシロ 1 ・掛川城、高天神城、横須賀城と古城趾のある３市町、未来まで歴史が継承

され、このまちが八重桜のように花開くように。

270 やすらぎ ヤスラギ 1 ・いつまでもゆとりを持ち続け、市民に安らぎを与えてくれる。そんな市で

あってほしいので。

271 大和 ヤマト 1 ・市が大きくなる。３市町が和をもって一緒になるという意味から。

272 友城 ユウジョウ 1 ・戦国時代の重要拠点であった三城（掛川城、高天神城、横須賀城）が合併

に伴い、一つの市に結集してくることは因縁であるが、本来あるべき姿に

なるようにも感じられる。３市町が一致団結して 「友情を大切にし、協、

力して共に栄える城」という意味を込めて。

273 夢 ユメ 1 ・将来実現したい理想を持って皆が集まるところ、夢が叶うところという意

味から。

274 夢掛 ユメカケ 1 ・もっと多くの市町との合併が進展するようにという夢に掛けて。

275 夢川 ユメカワ 1 ・人々が夢にあふれ、それが川のようになっていくといいなと思ったから。

276 夢咲 ユメサキメサキ 2 ・未来に夢を咲かせよう、希望ある未来に夢を咲かせよう、その発信源とな

るような新市であってほしいという願いを込めて。

277 夢城 ユメシロ 1 ・３市町すべてに城があることと市民がいろいろなことに夢を持って活気あ

ふれる市になるように。

278 夢見 ユメミ 1 ・子供の将来を考えた時、良い未来でありますように。

279 来夢 ライム 1 ・未来の「来」と「夢 、これからの未来が夢のあふれる市になるように。」

280 笠山 リューザン 1 ・小笠山の小を外して「笠山 。北ドイツのリューベック市とスイスのロー」

ザンヌ市を思い、RYUZANなら外人も発声しやすい。グローバルな見地から

でも音読みリューザンは立派な日本語であり、古い殻を破る将来を見越し

た広域合併に相応しいネーミングだと思う。

281 緑花 リョクカ 1 ・花や緑に恵まれ、自然が豊富であることから。

282 緑海 リョクカイ 2 ・緑と海のあるまちから。

・大東、大須賀の「海」と掛川市の「緑」を合わせて。

283 若葉 ワカバ 1 ・３市町が三ツ葉のクローバーみたいに、１つの市になってほしいという思

から。緑に囲まれて若々しい感じで良い。

284 和郷 ワゴウ 1 ・平和の「和 、合併の「和 、その和みある郷（さと）になるように。」 」

285 わなび ワナビ 1 ・新しく市民となる協調や協力をイメージする輪。みんなで生涯学んでいこ

う（学び）という意味から。
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３ 新市名称応募数順一覧表

№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 № 名 称 フ リ ガ ナ 応募数

1 掛川 558 51 大掛東 2カケガワ ダイカケトウ

2 かけがわ 55 52 高天神 2カケガワ タカテンジン

3 遠州 54 53 東海 2エンシュウ トウカイ

4 三城 45 54 遠江 2サンジョウ トウミ

5 新掛川 41 55 三城 2シンカケガワ ミキ

6 大掛川 36 56 緑 2ダイカケガワ ミドリ

7 小笠 29 57 未来 2オガサ ミライ

8 大掛川 25 58 夢咲 2オオカケガワ ユメサキ

9 小笠山 24 59 緑海 2オガサヤマ リョクカイ

10 遠州掛川 18 60 あい 1エンシュウカケガワ アイ

11 大掛 17 61 愛川 1オオカケ アイカワ

12 大掛 15 62 葵 1オオガケ アオイ

13 東遠州 14 63 あすなろ 1ヒガシエンシュウ アスナロ

14 東遠 13 64 安住 1トウエン アズミ

15 遠江 13 65 あっぱれ 1トオトウミ アッパレ

16 中遠 10 66 あらた 1チュウエン アラタ

17 かけ川 8 67 いきいき 1カケガワ イキイキ

18 掛大 7 68 一番 1カケダイ イチバン

19 報徳 6 69 海茶 1ホウトク ウチャ

20 三城 6 70 1ミシロ 海のまち 山のまち 掛川 ウミノマチヤマノマチカケガワ

21 大川 5 71 海 山 1オオカワ ウミヤマ

22 小笠掛川 5 72 栄城 1オガサカケガワ エイジョウ

23 掛川大 4 73 ええとこ 1カケガワダイ エエトコ

24 笠掛 4 74 遠茶城 1カサカケ エサシロ

25 三城 4 75 遠海 1サンシロ エンカイ

26 みどり 4 76 遠州大掛 1ミドリ エンシュウオオガケ

27 エコパ 3 77 遠州・掛川 1エコパ エンシュウカケガワ

28 遠州かけがわ 3 78 遠州栄 1エンシュウカケガワ エンシュウサカエ

29 央京 3 79 遠州・城下町 1オウキョウ エンシュウジョウカマチ

30 掛南 3 80 遠州遠江 1カケナン エンシュウトオトウミ

31 中部 3 81 遠州報徳 1チュウブ エンシュウホウトク

32 遠江掛川 3 82 遠州三城 1トオトウミカケガワ エンシュウミツシロ

33 三ツ城 3 83 遠州南 1ミツシロ エンシュウミナミ

34 三城 3 84 遠州笠山 1ミツシロ エンシュウリュウザン

35 遠州三城 2 85 王京 1エンシュウサンジョウ オウキョウ

36 おお掛川 2 86 遠海 1オオカケガワ オウミ

37 大城 2 87 遠江城下町 1オオシロ オウミジョウカマチ

38 おがさ 2 88 おおかけ 1オガサ オオカケ

39 懸河 2 89 大掛町 1カケガワ オオガケチョウ

40 懸川 2 90 大城 1カケガワ オオジョウ

41 掛川城 2 91 大城栄 1カケガワジョウ オオシロサカエ

42 掛川新 2 92 大須賀 1カケガワシン オオスカ

43 掛川大都 2 93 大空 1カケガワダイト オオゾラ

44 掛二大 2 94 小笠三城 1カケニダイ オガササンジョウ

45 掛大 2 95 小笠山麓学遊 1カケヒロ オガササンロクガクユウ

46 掛大 2 96 小笠山憩いの森 1カダイ オガサヤマイコイノモリ

47 掛東賀 2 97 小笠山東 1カトカ オガサヤマヒガシ

48 桔梗 2 98 丘田 1キキョウ オカダ

49 参城 2 99 大掛東 1サンジョウ オカダ

50 三城下 2 100 おだか 1サンジョウカ オダカ

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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新市名称応募数順一覧表

№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 № 名 称 フ リ ガ ナ 応募数

101 おだがわ 1 151 栄川 1オダガワ サカエガワ

102 快晴 1 152 栄川 1カイセイ サカガワ

103 掛大 1 153 盛城 1カオオ サカキ

104 学習 1 154 櫻 1ガクシュウ サクラ

105 掛海 1 155 桜木 1カケウミ サクラギ

106 掛賀城 1 156 茶香 1カケガジョウ サコウ

107 KAKEGAWA 1 157 佐野 1カケガワ サノ

108 カケガワ 1 158 さわやか 1カケガワ サワヤカ

109 掛ヶ和 1 159 三合 1カケガワ サンアイ

110 掛河 1 160 三位城 1カケガワ サンイジョウ

111 掛賀和 1 161 さんごく 1カケガワ サンゴク

112 掛川大須 1 162 しあわせ 1カケガワオオス シアワセ

113 掛川小笠山 1 163 紫央里 1カケガワオガサヤマ シオリ

114 掛川三城 1 164 静岡中央 1カケガワサンジョウ シズオカチュウオウ

115 掛川汐見 1 165 静南 1カケガワシオミ シズナン

116 掛川城下 1 166 城下 1カケガワジョウカ ジョウカ

117 掛川大 1 167 城掛 1カケガワタイ ジョウカ

118 掛川大東 1 168 生涯都 1カケガワダイトウ ショウガイト

119 掛城 1 169 城郭 1カケジョウ ジョウカク

120 掛城 1 170 城下集 1カケシロ ジョウカシュウ

121 掛須城 1 171 城下街 1カケスジョウ ジョウカマチ

122 掛須東 1 172 城下町 1カケストウ ジョウカマチ

123 掛静 1 173 城砦 1カケセイ ジョウサイ

124 掛大 1 174 城東 1カケタイ ジョウトウ

125 掛大須 1 175 城南 1カケダイス ジョウナン

126 掛大須賀 1 176 城下 1カケダイスカ シロシタ

127 掛東 1 177 城元 1カケトウ シロモト

128 掛東園 1 178 城山 1カケトウエン シロヤマ

129 掛東賀 1 179 新遠州 1カケトウガ シンエンシュウ

130 掛東須川 1 180 新大川 1カケトウスガワ シンオオカワ

131 掛と大 1 181 新小笠 1カケトダイ シンオガサ

132 かけはし 1 182 新・掛川 1カケハシ シンカケガワ

133 掛橋 1 183 新かけがわ 1カケハシ シンカケガワ

134 掛海 1 184 新掛川城 1カケミ シンカケガワジョウ

135 掛洋 1 185 新静西 1カケヨウ シンシズニシ

136 掛笠 1 186 新城 1カケリュウ シンジョウ

137 一豊 1 187 新駿河 1カズトヨ シンスルガ

138 かなえ 1 188 新生 1カナエ シンセイ

139 からっかぜ 1 189 新静 1カラッカゼ シンセイ

140 環香 1 190 新星掛川 1カンコウ シンセイカケガワ

141 ききょう 1 191 榛葉 1キキョウ シンバ

142 桔梗が丘 1 192 駿河 1キキョウガオカ スルガ

143 葛花 1 193 蒼海 1クズカ ソウカイ

144 懸笠 1 194 大遠洲 1ケンリュウ ダイエンシュウ

145 交安 1 195 大かけがわ 1コウアン ダイカケガワ

146 光輝 1 196 大川須 1コウキ ダイカワス

147 極楽 1 197 大成 1ゴクラク タイセイ

148 ここしか 1 198 大東 1ココシカ ダイトウ

149 琴 1 199 大東城 1コト ダイトウジョウ

150 これしか 1 200 大二掛川 1コレシカ ダイニカケガワ
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新市名称応募数順一覧表

№ 名 称 フ リ ガ ナ 応募数 № 名 称 フ リ ガ ナ 応募数

201 太陽 1 251 平成掛川 1タイヨウ ヘイセイカケガワ

202 高天泉 1 252 豊栄 1タカテンイズミ ホウエイ

203 茶美 1 253 前浜 1チャウツク マエハマ

204 茶香 1 254 三笠 1チャコウ ミカサ

205 茶城 1 255 美笠 1チャシロ ミカサ

206 茶ちゃ 1 256 三熊 1チャチャ ミクマ

207 茶都 1 257 美里 1チャット ミサト

208 茶所 1 258 三静 1チャドコロ ミシズ

209 茶柱 1 259 三大 1チャバシラ ミツオ

210 茶街 1 260 三城 1チャマチ ミツキ

211 茶緑 1 261 みつは 1チャミドリ ミツハ

212 中遠小笠 1 262 緑掛川 1チュウエンオガサ ミドリカケガワ

213 中遠掛川 1 263 緑ヶ浜 1チュウエンカケガワ ミドリガハマ

214 中央緑 1 264 みどり野 1チュウオウミドリ ミドリノ

215 大掛川 1 265 緑野 1デッカケガワ ミドリノ

216 天寿 1 266 緑平 1テンジュ ミドリヘイ

217 天城 1 267 南風 1テンジョウ ミナミ

218 天大 1 268 みやび 1テンダイ ミヤビ

219 東遠掛川 1 269 海緑空 1トウエンカケガワ ミリョク

220 東賀川 1 270 明夢 1トウカガワ メイム

221 東須川 1 271 八重城 1トウスガワ ヤエシロ

222 遠江 1 272 やすらぎ 1トウトミ ヤスラギ

223 とおとうみ 1 273 大和 1トオトウミ ヤマト

224 処 1 274 友城 1トコロ ユウジョウ

225 東須川 1 275 夢 1トスガワ ユメ

226 豊大 1 276 夢掛 1トヨヒロ ユメカケ

227 中遠江 1 277 夢川 1ナカトオトウミ ユメカワ

228 なかよ 1 278 夢城 1ナカヨ ユメシロ

229 仲良 1 279 夢見 1ナカヨ ユメミ

230 ならここ 1 280 来夢 1ナラココ ライム

231 南遠 1 281 笠山 1ナンエン リューザン

232 南央 1 282 緑花 1ナンオウ リョクカ

233 西小笠 1 283 若葉 1ニシオガサ ワカバ

234 虹掛 1 284 和郷 1ニジカケ ワゴウ

235 西太平洋 1 285 わなび 1ニシタイヘイヨウ ワナビ

236 日本一 1ニッポンイチ

237 ニュー掛川 1ニューカケガワ

238 東エコパ 1ヒガシエコパ

239 東掛賀 1ヒガシカケガ

240 東遠江 1ヒガシトオトウミ

241 太陽 1ヒカリ

242 ひずる 1ヒズル

243 響掛川 1ヒビキカケガワ

244 平掛橋 1ヒラカケバシ

245 大掛川 1ヒロカケガワ

246 芙蓉 1フヨウ

247 ふる里 1フルサト

248 ふれあい 1フレアイ

249 平安 1ヘイアン

250 平成 1ヘイセイ

（注）第１次選定基準により、選定対象から外れるものは で表示した。
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４ 居住地別応募数順一覧表（上位10名称）

掛川市 大東町 大須賀町 その他市町村

名 称 応 名 称 応 名 称 応 名 称 応順位
募 募 募 募

（フリガナ） 数 （フリガナ） 数 （フリガナ） 数 （フリガナ） 数

掛川 掛川 掛川 掛川
１ 367 74 66 51

(カケガワ) (カケガワ) (カケガワ) (カケガワ)

かけがわ 三城 遠州 遠州
２ 34 15 15 ６

(カケガワ) (サンジョウ) (エンシュウ) (エンシュウ)

新掛川 遠州 かけがわ 小笠山
３ 27 ９ 13 ５

(シンカケガワ) (エンシュウ) (カケガワ) (オガサヤマ)

大掛川 遠州掛川 三城 かけがわ
４ 26 ５ 12 ５

(ダイカケガワ) (サンジョウ) (カケガワ)(エンシュウカケガワ)

遠州 新掛川 小笠 大掛川
５ 24 ５ ９ ４

(エンシュウ) (シンカケガワ) (オガサ) (オオカケガワ)

大掛川 遠江 大掛 新掛川
６ 17 ４ ６ ４

(オオカケガワ) (トオトウミ) (オオガケ) (シンカケガワ)

三城 大掛 小笠山 小笠
７ 16 ３ ６ ３

(サンジョウ) (オオガケ) (オガサヤマ) (オガサ)

小笠 大掛川 新掛川 大掛川
８ 15 ３ ５ ３

(オガサ) (オオカケガワ) (シンカケガワ) (ダイカケガワ)

大掛 かけがわ 東遠州 遠州掛川
９ 12 ３ ５ ２

(ヒガシエンシュウ) (エンシュウカケガワ)(オオカケ) (カケガワ)

遠州掛川 大掛川 大掛川 大掛
10 11 ３ ４ ２

(ダイカケガワ) (ダイカケガワ) (オオガケ)(エンシュウカケガワ)
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５ 年代別応募数順一覧表（上位10名称）

40～49歳０～19歳 20～29歳 30～39歳

名 称 応 名 称 応 名 称 応 名 称 応順位
募 募 募 募

（フリガナ） 数 （フリガナ） 数 （フリガナ） 数 （フリガナ） 数

掛川 掛川 掛川 掛川
１ 49 41 46 57

(カケガワ) (カケガワ) (カケガワ) (カケガワ)

かけがわ かけがわ かけがわ かけがわ
２ 12 ５ 13 ９

(カケガワ) (カケガワ) (カケガワ) (カケガワ)

遠州 三城 遠州 大掛川
３ ８ ５ ６ ６

(エンシュウ) (サンジョウ) (エンシュウ) (オオカケガワ)

新掛川 大掛川 新掛川 遠州
４ ４ ４ ６ ５

(シンカケガワ) (オオカケガワ) (シンカケガワ) (エンシュウ)

小笠 遠州 小笠山 大掛川
５ ３ ３ ４ ５

(オガサ) (エンシュウ) (オガサヤマ) (ダイカケガワ)

小笠掛川 遠州掛川 三城 遠州掛川
６ ３ ３ ４ ４

(オガサカケガワ) (エンシュウカケガワ) (エンシュウカケガワ)(サンジョウ)

三城 大掛 東遠州 小笠山
７ ３ ３ ３ ４

(サンジョウ) (オガサヤマ)(オオガケ) (ヒガシエンシュウ)

大掛川 新掛川 遠州かけがわ 新掛川
８ ３ ３ ２ ４

(ダイカケガワ) (シンカケガワ) (シンカケガワ)(エンシュウカケガワ)

遠州掛川 大掛川 大掛 小笠
９ ２ ３ ２ ３

(ダイカケガワ) (オオカケ) (オガサ)(エンシュウカケガワ)

大掛 小笠山 小笠 三城
10 ２ ２ ２ ３

(オオカケ) (オガサヤマ) (オガサ) (サンジョウ)
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80歳～50～59歳 60～69歳 70～79歳

名 称 応 名 称 応 名 称 応 名 称 応
募 募 募 募

（フリガナ） 数 （フリガナ） 数 （フリガナ） 数 （フリガナ） 数

掛川 掛川 掛川 掛川
109 139 81 32

(カケガワ) (カケガワ) (カケガワ) (カケガワ)

三城 遠州 三城 中遠
９ 16 10 ５

(サンジョウ) (エンシュウ) (サンジョウ) (チュウエン)

遠州 三城 新掛川 遠州
８ 11 10 ３

(エンシュウ) (サンジョウ) (シンカケガワ) (エンシュウ)

かけがわ 大掛川 小笠 小笠
８ ９ ９ ２

(カケガワ) (ダイカケガワ) (オガサ) (オガサ)

大掛川 小笠 大掛川 かけがわ
７ ６ ７ ２

(オオカケガワ) (オガサ) (ダイカケガワ) (カケガワ)

新掛川 小笠山 遠州 大掛川
７ ６ ５ ２

(シンカケガワ) (オガサヤマ) (エンシュウ) (ダイカケガワ)

大掛川 新掛川 遠州掛川
６ ５ ３

(エンシュウカケガワ)(ダイカケガワ) (シンカケガワ)

大掛 東遠 大掛
５ ５ ３

(オオカケ) (トウエン) (オオカケ)

大掛 かけがわ 大掛川
５ ４ ３

(オオガケ) (カケガワ) (オオカケガワ)

遠江 大掛 中遠
５ ３ ３

(トオトウミ) (オオカケ) (チュウエン)


