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新市名称｢太平洋市｣についての意見集計表
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区

分

電子メール

電 話

書 面

窓 口

成 東 町

15

未測定

16

未測定

山 武 町

19

30

3

2

蓮 沼 村

6

未測定

0

未測定

松 尾 町

13

未測定

0

未測定

協議会事務局

7

10

0

0

計

60

40

19

2
総計１２１件

新市名称｢太平洋市｣について電子メールで寄せられた意見
町村名

受付日

成東町 15件

H17．２．２２現在

内容

主旨

備考

成東町

もっといい新市名候補は無いのか
山武町・成東町・蓮沼村・松尾町（五十音順）で新たに合併協議会を立ち上げる様ですが提案された新市名名称が「つ
くも」「上総」「かずさ」「東上総」「東かずさ」「太平洋」と聞いて、もっと良い名前はないのかと思いました。
旧上総国の端の方に過ぎないここが「上総市」というのも違和感があります。だからと言って、一歩引いてへりくだるよう
な感じで、ひらがなにしてしまいそうでまた心配です。
どっちにしても僭称ですが。
H17.1.24
再考
ひらがなは温かみとか親しみやすさとかのイメージがあるでしょうが、稚拙で味気ないイメージも有ると思います。
日本での学力低下が問題視されている昨今でもありますから・・・。漢字の方が昔から慣れ親しんでいるはずだと思い
ます。
「太平洋市」なんてすると世界中がひっくり返ってしまいそうですね。
九十九里⇒つくも、なんてのもいいんですか？問題ありだと思います。
問題な名称だらけの地図を将来見たくありませんので。是非、よろしくお願いします。

成東町 男性
50歳以上

成東町

太平洋市なんて何考えてるんだ！
太平洋市で合意したなんて、何を考えてるんだ！と言いたい。
太平洋は日本だけの物でなく、アメリカ、カナダ、メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ、フィリピン ・・・
等など、いくつもの国々が共有している自然財産である事はいくらなんでもわかってるはず。
これは外交問題だな まるで太平洋が千葉国だけのものであるかのような感じを受ける
H17.1.30 例えば「太平洋で座礁、タンカーから油が流れる」とかいうニュースがあった場合、 太平洋市に影響が無くても風評被 再考
害は間違いなく出るよね。 逆に太平洋市でおきた災害であれば、他の太平洋沿岸の各地域が風評被害に 襲われるよ
ね。そういう覚悟をもってでも名前をつけるんだろうか？ 「戦後民主主義」の皮をかぶった「日本人総白痴化」が、こうい
う形で結実したわけですな。
先祖がつけた地名を自らの手で嬉々として捨てる国民は日本人くらい？ そちらには良識と言うものは無いんですかそ
んな名称で絶対に合併協定調印などして欲しくないし 合併が実現じて欲しくない もう一度考えなおせ、と言いたい

成東町 男性
10歳から19歳

3

成東町

私は千葉の住民ではございませんが新しい市の名称を報道で知り意見します。
返信は別に必要ありません。「太平洋市」などという安直で馬鹿げた名前を本気で付けようとしているのですか？
たとえどんなに自然が豊かで、文化や伝統がある地であったとしてもそのような名前の土地に住みたいとは私は絶対
に思いません。そんな住所を書くのは嫌ですから。
H17.1.31
名は体を表すというとおり妥協の産物ではなくもっと真剣に考えられてはどうですか。
このような名称はいずれ改名されるのは目に見えています。
そのとき後世にアホな名前をつけた首長の一人として名を残されるのは残念に思います。
もう手遅れとは思いますができれば再考なされることを希望します。

成東町 男性
50歳以上

4

成東町

合併後の新市の名称はなぜ一般町民の声をきかないんですか？太平洋市は反対です。
H17.1.31 時間がないのは、わかりますが町民の声を聞いて下さい。
48年生まれ育った成東が一部の代表者の意見だけで変わるのは寂しいです。

1

2

再考

住民意見取 船橋市 男性
り入れ希望 50歳以上

町村名

5

6

7

成東町

成東町

成東町

受付日

内容

主旨

私は東京生まれで、千葉市などを経て３年前より成東町に住んでおります。大富小→成東中→成東高という生粋の
「成東っ子」の妻と、しばしば町村合併について茶の間の話題にしております。今朝の朝日新聞で、４町村合併後の新
市名が「太平洋市」に決定したと拝見いたしましたが、これに異議があり、メールいたしました。限られた財政の中で自
治体として住民に効果的なサービスを提供するために、自治体の規模の拡大は必須と思います。その意味で、昨年の
東金市での住民投票結果は非常に残念でしたし、またその後、短期間で４町村合併の枠組みを構築された任意協議
会委員の方々のご尽力を高く評価いたします。
しかしながら、新市名について、この時期に、しかも委員の方々だけで決定する必要があったのでしょうか。
新市名は、この地域の特徴を表すとともに、他の地域の方々にわかりやすいものにすることが重要かと思います。特
に、東京に通勤しているとそれを実感します。理想は、全国の多くの方々にとって、「○○市」といえば、「ああ、あの辺
か」と思っていただけることだと思います。今回、４つの候補のなかから「太平洋」が選ばれたとのことですが、全国に太
H17.2.2 平洋に面している自治体が、いったいいくつあることでしょうか。そのどこもが、「太平洋」を名乗る権利があるでしょう
再考
し、逆にいえば、「太平洋市」と言われたところで、この山武中央地域を思い浮かべる方がどれだけいるでしょうか。新
市名は、合併の推進にとって本質的ではありませんが、合併後の住民生活や地域の発展にとっては大きな意味を持つ
と思います。繰り返しになりますが、「合併の推進にとって本質的でない」という点において、この時期に決定する必要
があったか疑問ですし、また、「合併後の住民生活や地域の発展にとっては大きな意味を持つ」という点において、もっ
と幅広い議論をしてもよいのではないかと思います。当然のことながら、館山市などの例のように、市名で紛糾して協
議会から離脱というのは論外ですけれども。今からでも、協議会で再考いただきたいと思います。最後に具体的新市名
について私見を述べさせていただきます。４候補の中では、「東かずさ」がベスト。多くの方に位置を理解しやすいという
のが理由です。単に「かずさ」では、木更津や一宮をイメージされやすいと思いますし、「つくも」は美しい響きですが、懲
りすぎの感があり、「九十九里のこと」とピンと来る方は少ないでしょう。その意味でも、「九十九里市」が実現しなかった
ことは非常に残念ですし、新市名は静岡県伊豆地方の例のように、「中九十九里市」などでもよいと思います。

太平洋市という愚名の極め付けも撤回せよ
「太平洋市」も撤回せよ！
太平洋という地球的、国際的名称をごくわずかな一地域が独占するような事は思いっきり地名の常識外れ、許されるも
H17.2.10
名称撤回
のではない
愚名の極め付けこんな名称は到底容認出来ない

太平洋市 本当にやめて！ 改めて言いたい。
太平洋市はやめてください。 やめてください やめてください やめてください やめてください
H17.2.12
そんな名前で合併協定調印などして欲しくないです
将来 地図上で見たくないです

再考

備考

成東町 男
30歳から39歳

愛媛県 男
20歳から29歳

町村名

8

9

10

成東町

受付日

内容

主旨

市町村合併における新市名について改名のお願い新市名が太平洋市とのこと、これにはびっくりと落胆です。
太平洋の持つ意味をあまりに大きくこれを安易に利用しすぎですし、外部からの批判に対し成東在住の私としてもこの
市名を選択された方々の無知を感じ、悲しいばかりです。どうか再考され、歴史のあるかつ皆が納得する市名に変更さ
H17.2.13
再考
れることを望みます。
（上総、曙（あけぼの）、成東ほか）

成東町

私は二年半前に大阪からこの成東に移住しました。
定年となり、新たな生活を始めようと思い、色々と探した結果「九十九里浜」が気に入って海に近い所に住まいを建てま
した。
毎朝、３〜４０分かけて砂浜を散歩します。ついでだから、家から６００ｍ程の道を歩きながら「空き缶やごみ」を拾っ
て、更に砂浜に捨てられた色々のごみも拾い、決めた場所に置きます。 町の「観光協会」の方と思いますが、そのご
みを処分してくれてます。「九十九里市」となると決まって、大変嬉しく思い、待ちこがれてましたが残念な事でがっかり
してましたが、急転直下「太平洋市」への取り組みがされてると知り、メールすることにしました合併の目的は「財政改
革」と「住民サービス」の向上が行政の首長の立場からは第一の事としてあるのは当然ですが。次の点も大事だと思い
ます。
H17.2.14
・時代を担う若い人たちが夢と希望に満ちた町を願ってる ・しっかりと生活出来るよう、就労を確かなものにする
・教育・文化・スポーツで楽しい暮らしの出来る町つくり
・将来を見据えて、環境問題を住民皆が取り組む社会にする
・「歴史」も大事にし、でも新しい時代に可能性と発展を期待できるよう
この地域が連体し「太平洋」の名に相応しい行動と実践をする。
新市の名前は「太平洋市」これからの新しい町つくりにとても良い名前です。
永年この地に住んで居られた方は、反対される気持ちも解ります。
でも、良く考えてましょう。これから町も作ってくれる若い人達が主人公です。
年寄りが決めたらいけません。

成東町

新しい市の名前を太平洋市にするのは、辞めてほしいです。太平洋市になった時、「僕、太平洋市に住んでるんだ」っ
て言っても、絶対、どこだか分かんないと思います。
H17.2.15
学校でもみんな「太平洋市なんてだけはやめてほしいべ」って言ってます。
新しい市の名前、もう一度考え直してもらえませんか？太平洋市っていう市になんか、恥ずかしくて住みたくないです。

再考

備考

同一メール他町
村有り

同一メール他町
村有り

町村名

11

12

13

14

受付日

内容

主旨

備考

成東町

広く大きな未来どころか、地名史の暗黒の未来の始まりだ
「全国地名保存連盟」の村尾会長から再考がを申し入れられたそうで。
新市名の代案として古来の地域名の「武佐」の復活を提案しているとか。
この再考を全面支持しています。いえ再考して当然です。
「若い層からは賛同を得ている」とは言うけれど、それじゃ昔からこの地に住んでいて この地を熟知しているはずの高
年齢層の方々の意見は無視したりないがしろにしたりしたのですか。
若い層だけしか見ないで。その名かには半ばいいかげんな回答もあったかもしれないのに。 な未来に向けて変えるつ
H17.2.15
再考
もりはない」
本当に太平洋市では、大きな希望を持った平和な市どころか 「大きな汚点を残した大愚名の市」で後世に恥を残す名
前になります。 本当に世界の笑い物になるでしょう。なっておかしくないです。 「変えるつもりはない」なんて言わせませ
ん！ このいい加減な愚名には「広く大きな未来」なんて感じられません。
ここから地名史の暗黒の未来が広がるような気がしてなりません。
改めて言いたい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。 変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変え
なさい変えなさい変えなさい 変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい

同一メール他町
村有り

成東町

先日、ある集まりにおいて、新しい市名の話題になり、太平洋市と言う市名はあまりにもおかしいとの意見、国土の半
分が面しているのにそんな名前は、そぐわないとの事大多数（50人位）の人が、不愉快、はずかしいよ、の連発、アン
H17.2.16
ケートを取れとの事でした。会社に言っても、他の人からとんでもない市名を付けたもんだと、笑われた。ちなみに、皆
の意見は、つくも市ならばいいのにと言う声が多かった、今かでも市名変更を要望致します

成東町

成東町

『成東町の皆様へ』を読んで
急進展ではないでしょう。
下手な言訳を基盤にして、大切な問題を密室で扱い、そして理解をと云うのはまったく理解出来ません。稚拙な経緯の
説明は人々をバカにするにも程があると云う印象です。『大平洋市』の名称もまったく、歴史的でもなく、文化的でもなく
『成東町の
全く、インドネシアの津波災害の後遺症を引きずっての作業ですかと聞きたいくらい、恥ずかしいものです。このような、
H17.2.16
皆様へ』を読
ふざけたことが、政治の中で起こるとは、この地域の幼稚さなのか、人に原因があるのか、残念です。
んで
このような幼稚な書面が何の意味を持つのか、このようにして、変化して行く政治の力の寂しさを感じました。
今後、時間をかけ、忙しく考えを十分まとめてもいませんので動いてみたいと思います。
久しぶりに怒りを感じた町民達の一人より。
よろしく。お願いします。

成東町

再考

太平洋市反対です
太平洋市とは、住民のひとりとして恥ずかしい限りです。目先 の地方交付税欲しさではないのですか?借金まみれの
箱物造りをするつもりですか?10年先に税負担が重くのしかかるのでは ないですか?そこに文化はありますか?知恵は
ありますか?それでも合併やむなし、というのであれば、せめて誇りを持てる命 名を考えるのが未来への責任だと思い
ますが、いかがですか。
H17.2.16
名称反対
南セントレア市の例を待つまでもなく、インターネットの掲示 板などでは失笑の嵐です。ほんの数キロしか太平洋に接
してい ない、この地域を「太平洋市」とは何を考えているのでしょう 。それは地面を触って「地球市」だとか、空が見える
から「宇宙市」だというようなものではないですか?住民不在の命名は 、少なくともやめてください。住民投票は行われ
るのですよね 。

町村名

15

成東町

受付日

内容

主旨

備考

太平洋市は、
太平洋市は私はいいアイディアだったと思います。一自治体が決めたことを他自治体などが文句を言うのは筋違いと
思います。静岡県の富士市が富士を名乗れたのも最初言い出したからであって、決して周辺自治体との調整の上では
ありません。もし、仮に富士市が存在しなくて、今富士を名乗ろうとしたら、太平洋市と同じことになったと思います。
このネット社会になってしまったからこんな事態になってしまいましたが、本来どんな名前を付けてもいいものであり、世 太平洋市賛 成東町 女
H17.2.22
論に配慮する必要も特にないように思いますが、居住住民のことも考えると今、強行することも難しいかもしれません。 成
40歳から49歳
見直しもいいですが、日本に一つぐらい太平洋を名乗る場所があってもいいと思うので、反対意見はありますが、でき
るとこまでがんばってみてはいかがでしょうか？あるいは、太平洋市を名乗りたい自治体間で、くじ引きとかというのも
いいかもしれませんね。
一庶民より感じたこと

山武町 総数54件 （メール19件 電話30件 投書３件 窓口２件）
町村名

山武町

山武町
山武町

山武町

山武町

山武町
山武町
山武町
山武町

山武町

受付日

H17.2.22現在

内容

主旨

備 考

山武町・成東町・蓮沼村・松尾町（五十音順）で新たに合併協議会を立ち上げる様ですが提案された新市名
名称が「つくも」「上総」「かずさ」「東上総」「東かずさ」「太平洋」と聞いて、もっと良い名前はないのかと思いまし
た。旧上総国の端の方に過ぎないここが「上総市」というのも違和感があります。だからと言って、一歩引いてへりく
だるような感じで、ひらがなにしてしまいそうでまた心配です。どっちにしても僭称ですが。ひらがなは温かみとか親しみ
候補なし 再度募
H17.1.24 やすさとかのイメージがあるでしょうが、稚拙で味気ないイメージも有ると思います。
日本での学力低下が問題視されている昨今でもありますから・・・。漢字の方が昔から慣れ親しんでいるはずだと思 集
います。
「太平洋市」なんてすると世界中がひっくり返ってしまいそうですね。九十九里⇒つくも、なんてのもいいんですか？
問題ありだと思います。問題な名称だらけの地図を将来見たくありませんので。是非、よろしくお願いします。
H17.1.25 山武郡は上総に位置しているので、上総市又は東上総市が如何でしょうか。
つくもが良い、ひらがなが良い
太平洋は千葉県だけではない。
H17.1.26 上総、下総は新住民からイメージしにくい
候補に山武がないのが残念
上総が良い。ひらがなは重みがなく良くない。
H17.1.26 太平洋は北海道から九州まですべて太平洋に面しているのでどこに太平洋市があるか分からない。
九十九里市が良い。
なぜ、九十九里町が加入しなかったのか説明がない。
H17.1.26 住民投票で1位の九十九里市がなぜないかの説明がない。
太平洋は漠然としている。
候補の中にはないが、成東市がよい。
H17.1.26 ４候補の中から決めてしまうのか。どれもイメージしにくい。
上総、かずさ、東上総、東かずさは古いイメージでこれから地域を担う子どもたちが可哀想
H17.1.26 つくもは、いつまでも九十九里をひきずっているようだ。
太平洋は訳わからない。
再度、新市の名称を募集したほうが良い。（今の名前はパットしない）
H17.1.26 まだ、山武や成東の方が良いと思う。

上総、東上総

椎崎

つくも

木原

上総

日向台

九十九里市

埴谷

成東

町内

再度募集

匿住所

再度募集

埴谷

再度、新市の名称を募集したほうが良い。（大切な名前を簡単につけてよいのか）
H17.1.26 まだ、山武の方が良い。（今の名前はパットしない）
再度募集
合併任意協議会によって3月31日までに合併申請すべく諸作業が進められており、合併任意協議会によって3
月31日までに合併申請すべく諸作業が進められており、大変嬉しく思います。新市の名称としては私たちは「かず
さ」を歓迎します。 つくも、太平洋では日本の中の凡その場所すら推察できませんし、旧国名地図や広辞苑に掲
H17.1.26 載されている地名「かずさ」ですとほぼ見当をつけてもらえます。ただ、漢字の「上総」はできれば避けたいと思いま かずさ
す。高速情報網や個人ネットワークがあらゆる階層で急速に膨張してゆく今後、記憶し易く、入力し易く、時間短
縮できる地域名に焦点を絞るべきと考えます。

匿住所

森

山武町

山武町

山武町

合併について意見を申し上げます。私は合併には賛成しています、しかし新市の名称については重要度が非常
に高い事だと思われるのに住民の意見なしで決めるのは急ぎ過ぎだと思います。時間がないことは承知しています
H17.1.26 が暫くは仮称という形をとってでも再度検討をする必要があるのではないでしょうか。候補に上がった名称に関して 再度募集
は合併の反対をした地域の人達の意見も入った物でどれもこの地域にあまり馴染みのないもののような気がしま
す。以上、ご検討よろしくお願いします。
新市の名前、町民かやの外。？
変な４市名、不賛成。
H17.1.26 誰が、どこで、いつ、決めたんですか。？
モット、広く町民に知らしめては。
つくも 九州に九十九島の同名がある。
H17.1.27 太平洋は海洋名である。

木原

再度募集

名称に疑問

山武町

新市の名称についてご意見申し上げます。広報紙に４点の名称候補が挙げられておりました。 名称について
は委員の投票により決定するとなっておりましたが、私個人的にはひらがなで「つくも市」がよいと思います。「太平
洋」は漠然としていて地域が特定できない気がします。 「上総（かずさ）」や「東上総（東かずさ）」もいいのですが、
上総と聞いてイメージするのは茂原市より南の地域ではないでしょうか。 山武地域も上総地方と呼ばれてはおり
H17.1.27 ましたが、どちらかと言うと下総に近いですよね。 そう考えるとひらがなの「つくも」は親しみやすい名称ではないかと つくも
思います。大事なことは多くの方に愛される名称でなければいけないということです。 ひらがなの「つくも」はきっと子
供たちにも喜んでもらえることと思います。学校に依頼して子供たちに意見を聞いてみると言うのはどうでしょうか？
時間もお金もかからないで出来ることですし、やがては子供たちの時代になるのですから。

山武町

合併するからといって新しい名にすることはない、今まで慣れ親しんで来た『山武郡』を『山武市』に変えるだけで良
H17.1.27 いと考えます。もうすぐ完成の保健施設にも山武の名が入っており、山武の名に愛着のある人も多いと思われ、是 山武市
非とも山武市として昔からの名を残して欲しいと思います。

山武町

新市名称は外から観ても、全国的から観てもイメージがわくような、まして都心から人口が増えるような
名称が良い。将来大変重要なことなので、仮称としておいて、合併申請後に改めて４町村で募集をすべき
再度募集
である。町民から不満がでる。
H17.1.28 つくもは九十九里町の現町名があるので失礼にあたる。
総武市
東千葉市
上総は上総一ノ宮をイメージするので取ってつけた感じがする。
例えば、東千葉か総武市が良い。成東町は総武本線発祥の地と聞いている。

沖渡

成東町

山武町

私は、１市４町１村の山武地域合併協議会による新市の名称時において、平穏な太平洋の大海原をイメージし
て、「太平洋市」として応募させていただきました。 今回、山武中央４町村の合併においても、新市の名称候補と
して取り上げられ嬉しく思っています。 そこで「太平洋市」とした場合、太平洋は子供からお年寄りまで知らない人
はいないし、イメージやインパクトも大きいかと思います。 なお、「つくも」は、九十九里に由来しますし、さらに山武
中央地域にお住まいの方は、郡外・県外からの新しい住民も多く、「上総・かずさ」、「東上総・東かずさ」とした場
合は、当名称では知らない住民の方も多く、一番の関心である新市の名称に理解が得られるのかが懸念されると
ころです。 しかし、「太平洋」は誰もが知っていますし、ご存知のとおり当地域（成東町・蓮沼村）ではこの太平洋
H17.1.28 に面しています。 全国においても現在、「太平洋市」という名を使っている自治体はありませんが、２・３の地域で 太平洋市
新市の名称候補としては挙げられてはいるようです。
是非、新市名称の候補の優先順位の上位に位置付けをお願いしたいと思います。
※ 参考までに、「太平洋」の名前の由来ですが・・・・
《Pacific Ocean》三大洋の一。
南北アメリカ大陸・アジア・オーストラリア大陸・南極大陸の間にある世界最大の大洋。
地球表面の約三分の一を占め、総面積約一億六五〇〇万平方キロメートル。平均水深四二八二メートル。
名は、マゼランが1520年〜1521年に南太平洋を横断したときに平穏な航海だったことに由来。
H17.1.28 つくも市が良いです。
つくも市
東上総市が一番良い
H17.1.30
東上総市

山武町

新しい市の名が太平洋市と聞きましたが、変更することはできないでしょうか。太平洋は日本全国におよびます。地
H17.1.31 名でもありません。是非とも再考願います。
再度募集

山武町

山武町

新市名について太平洋市にするという話を耳にしましたが、本当に決定なのでしょうか。数多く太平洋に臨む市町
村がある中、千葉のとある小さな市が太平洋を名乗るなんて信じられません。地図で太平洋を見て下さい。世界
H17.1.31 中の国々が太平洋に面しているのです。１月２６日に出た折り込みを読みましたが、太平洋市になるとは思いもし 再度募集
ませんでした。もし決まってしまったのなら決定が覆ることを切に望みます。よろしくお願いします。

山武町在住

山武町

山武町

山武町
山武町
山武町
山武町
山武町
山武町
山武町

なぜ九十九里が同じ枠組みに入らなかったのかの説明が、合併情報のパンフに記載されていない。それが是非知
りたい。
H17.2.1 九十九里市という名称は素晴らしいと思っていたので、今の３町１村の新市でも使えないものか。（１月３１日の任 九十九里市
意協議会で太平洋市に決定しました。と説明）
太平洋市というのはやめてもらいたいです。無難な上総もしくは東上総にしてください。
上総市
H17.2.1
東上総市
太平洋市は恥ずかしい。テレビでも名前負けすると言っていた。せめて、上総、つくもの方が良かった。 名前が大き
H17.2.1 すぎると発展しないと聞いている。
再度募集
新聞報道で知った、まさかの「太平洋市」。決め方にも疑問あり。
H17.2.1 うちには新聞販売店の関係でチラシが入らないので、自治会の配布で
お願いしたい。配布に時間のかかる自治会は自治会長を指導しなさい。
太平洋市は山武町にとって何の由縁もない。町民の意見をとるべき。合併には賛成。町長に強く言いた
い。
H17.2.3 合併は賛成だが、名称の決め方に問題あり。
山武町から太平洋市は違和感がある。再考していただけないか。
H17.2.3 合併そのものには賛成。他の候補は「上総」か「つくも」
H17.2.3

匿住所
大木

山武町
女性

再度募集

山武町

再度募集

埴谷

再度募集
上総市
つくも市

日向台
埴谷

山武町

山武町
山武町

ホームページにある山武中央4町村合併任意協議会発足のお知らせをみたのですが・・・
新市名称で4つの名前のうち委員投票で「太平洋市」に決まったとのことですが、はっきり言って他の「つくも・かずさ・
東かずさ」同様好きではありません。何で委員だけで決めてしまうのか？
太平洋に面している日本の地域は広すぎてこの合併後の市の位置を特定できるイメージが極めて少ないです。
特に山武町、日向の名前は、日本においてどころか千葉県内においても印象が薄く、例の秋田県木造住宅の欠
陥住宅事件がテレビ報道されたころで、全国にその名前が知れたのです。「ああ、欠陥住宅のあそこね」と東京の
勤め先の同僚、千葉市・九州の親戚連中も言っています。
秋田の役人のずさんな住宅分譲に無関心だった当事の町長、役場関係者の責任ですね。
合併市の名前はイメージ刷新のチャンスですが、残った4つの名前はいずれも、印象が薄いのです。
再度募集
H17.2.7
かずさは旧地名であり、上総一ノ宮市というのが茂原の向こうにすでにあります。
1つの案として、幸福市とかかがやき市など、まったく今までと違う希望を持たせるような新しい名前を付けるのが良
いと思います。
新市の住民が新たな気持ちで望めるような。もっとも若い人達が都心よりに移住して減ってしまい、保守的な年配
者はかりが今後も定住する傾向にあると思う人はいないかもしれません。
成東町・蓮沼村が九十九里浜の中央に位置しているので九十九里市でも良いと思います。脱会した東金市と九
十九里町に遠慮して、九十九里市の名前をはずしたのですか？もういちど住民投票すべきでしょう。先々後悔し
ないためにも。
明日を担う若い世代は、年配の委員さんが決めたこの名前に賛成しているのでしょうか？
H17.2.9 合併は、拙速だ。民意を聞くべきだ。
H17.2.9 読売新聞を持参。太平洋市ははずかしい。私は、合併しても住所は山武町で徹す。（郵便など）
再度募集

椎崎

匿住所
木原新田

山武町

新市は太平洋に南北8㎞しか接していない。日本のほとんどが太平洋に面している。住民の意見を反映した、地
H17.2.9 域の伝統と文化にちなんだ、はずかしくない名前にしてほしい。合併協議会の委員や議員などに再考するよう話を 再度募集
してほしい。たった28名の委員できめるのはおかしい。

椎崎

山武町

本日の読売新聞の大学講師と同様の意見。
H17.2.9 上総や東上総がよい。

木原新田

山武町

山武町

H17.2.9 新市名称をもっとまじめに考えてほしい。太平洋市になるなら合併に反対です。
町内で仕事させていただいてますので書かせていただきますが・・・。
新市名のヘンテコさ、なんとかなりませんか＾＾；>もともと山に関係する地名が付いているところで>仕事をしてるのに、
（山武ですから・・）何で海の名前なんでしょうか？センスを疑います・・・。例）山武町森←これだから「格好」が付き
ますし覚えてもらい易かったのですが・・・ 太平洋市森？←何ですか、これ？町外、県外の方に説明するのにどう
H17.2.9 されます？太平洋に森？覚えてもらえそうに無いんですけど・・・。最初に「こういった事」って考えられないのでしょう
か？仕事させていただいてますから、なおさら、こういうこと言いたいです。わかっていただけると思います。バカじゃない
かと思います。申し訳ありませんが、本当に、言わないといられないですよ（怒）本当に困ったものです・・。

山武町

H17.2.10 民意を反映していない。なぜ、山武町をとることになったのか。勝手に決めるな。

山武町

2月9日付け読売新聞記事に同感。
世界各国に接している太平洋を、わずか8kmしか接していないこの地域で使うとは
H17.2.10 信じられない。住民投票で決定するべきだ。
４候補の中では、かずさが良い。

匿住所

町外

埴谷

再度募集

匿住所

山武町

「太平洋市」も撤回せよ！
太平洋という地球的、国際的名称をごくわずかな一地域が
H17.2.10 独占するような事は思いっきり地名の常識外れ、許されるものではない
愚名の極め付け
こんな名称は到底容認出来ない

匿住所

山武町

「太平洋市」に反対の１票を投じる！
H17.2.10 「南セントレア市」の例のように、町民の声を真摯に受け止め、撤回するよう求める。

匿住所

山武町

太平洋市は、凄くおかしい。太平洋にかかっているのは、ほんの一部なのに 太平洋市というのは、おかしいで
H17.2.11 す！！ 絶対に嫌だ！！合併も辞めたら いいんじゃないか！？

匿住所

山武町

改めて言いたい。
太平洋市はやめてください。
やめてください
やめてください
H17.2.14 やめてください
やめてください
そんな名前で合併協定調印などして欲しくないです
将来 地図上で見たくないです

匿住所

山武町

H17.2.14 太平洋市は決定なのか？新市名称を変更してほしい。他の例では新市名称が白紙になった例もある。

再度検討

匿住所

山武町

太平洋市は承認できない。若い世代が賛同しているというが、どのくらいか。家の子どもは大反対です。名
H17.2.15 称を変更してほしい。まだ成東市とか山武市がよい。
再度検討

匿住所

山武町

山武町
山武町

合併準備お疲れ様です。市名決定について意見を述べます。「大平洋市」と決定との発表を知り、驚いて
います。名称はたいへん重要です。２８名で決めてしまうような問題では無いと思います。新市名を再考す
る時間的余裕を創出し、もう少し時間と住民の総意で決める方法を考えて欲しいと思います。特に「大平
洋」という言葉には、歴史も地域性も全く感じられません。日本の約半分は大平洋に面し、数十の国家ま
美杉野
H17.2.16 で大平洋に接しています。この地域に対して使用する名称では無いように思います。南セントレア市の例 再度募集
もあります。締め切りが迫って焦っているのは解りますが、もう少し名前について考えるべきだと思いま
す。たとえば、候補名を増やし、それこそ住民投票で決めてはいかがでしょうか。その結果「大平洋市」とな
れば、納得できます。やる気があれば、時間はまだあるのでは無いでしょうか。どうかご一考を。なお、合
併そのものに反対しているわけではありません。
太平洋市は、山武町にそぐわないので変更してほしい。
太平洋市の名称
H17.2.16
変更
名称はどうしたら変更できるか。手続きを教えてほしい。
太平洋市の名称
H17.2.16
森
変更

山武町

山武町
山武町
山武町
山武町

「全国地名保存連盟」の村尾会長から再考がを申し入れられたそうで。
新市名の代案として古来の地域名の「武佐」の復活を提案しているとか。
この再考を全面支持しています。いえ再考して当然です。
「若い層からは賛同を得ている」とは言うけれど、それじゃ昔からこの地に住んでいて
この地を熟知しているはずの高年齢層の方々の意見は無視したりないがしろにしたりしたのですか。
若い層だけしか見ないで。その名かには半ばいいかげんな回答もあったかもしれないのに。
な未来に向けて変えるつもりはない」
本当に太平洋市では、大きな希望を持った平和な市どころか
H17.2.15 「大きな汚点を残した大愚名の市」で後世に恥を残す名前になります。
本当に世界の笑い物になるでしょう。なっておかしくないです。
「変えるつもりはない」なんて言わせません！
このいい加減な愚名には「広く大きな未来」なんて感じられません。
ここから地名史の暗黒の未来が広がるような気がしてなりません。
改めて言いたい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。
変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい
変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい

再度検討

H17.2.15 合併による市名について、「一般常識外」の意見があがっているようですが、検討を願う。
太平洋市ではしょうがない。なんとなならないか。
H17.2.17 近所でもしょうがないといっている。
つくも、上総などがよい。

再度検討
つくも
上総

山支

H17.2.22 伊能市がいいのではないか。（伊能忠敬の地元だと勘違いしているようで説明しても理解を得られず）
変えたほうがよい。
H17.2.22 代案は偉い人が考えてくれればよい。

伊能市

東京

再度検討

４町村以外

山武町

つくもは九十九里がある。
上総は南のイメージ。
H17.2.22 太平洋は論外。という話をした。
東千葉市、総武市がいいのではないか。
（２１番と同一人）

東千葉市
総武市

成東町

山武町

新市の名称ですが、多くの若い人に支持されているとのコメントが新聞に載っていましたが、いつ、多くの
声を聴いてくれる機会があったのでしょうか。支持するという人に今までに会った事が無いのです。
H17.2.21 それぞれが町代表の自覚をもって、一旦持ち帰り、本当に地域の住民が希望を持って納得しているのか 再度検討
是非聞いて欲しいのです。後世まで継がれる名称です。どうやって決まったかも語り継がれます。

日向台

山武町

（一通目）もっと言葉のもつ力を考えてください。「太平洋市」だけは考え直してください。
H17.2.22 （二通目）
お願いです。「太平洋市」だけはよしてください。

不明（東金局
の消印）

再度検討

新市名称｢太平洋市｣について電子メールで寄せられた意見
町村名

1

2

3

4

受付日

協議会事務局 7件
内容

H17．２．２２現在
主旨

備考

合併協議会

成東町の皆様へ』を読んで
急進展ではないでしょう。
下手な言訳を基盤にして、大切な問題を密室で扱い、そして理解をと云うのはまったく理解出来ません。
稚拙な経緯の説明は人々をバカにするにも程があると云う印象です。
『成東町の
『大平洋市』の名称もまったく、歴史的でもなく、文化的でもなく全く、インドネシアの津波災害の後遺症を引きずっての
同一メール成東
H17.2.16
皆様へ』を読
作業ですか
町有り
んで
と聞きたいくらい、恥ずかしいものです。このような、ふざけたことが、政治の中で起こるとは、この地域の幼稚さなの
か、人に原因があるのか、残念です。このような幼稚な書面が何の意味を持つのか、このようにして、変化して行く政治
の力の寂しさを感じました。今後、時間をかけ、忙しく考えを十分まとめてもいませんので動いてみたいと思います。久
しぶりに怒りを感じた市民達の一人より。よろしく。お願いします。

合併協議会

私は、この「太平洋市」というのはどうかと思います。「大きな希望を持った平和な市」というならば、太平市でもよく、太
平洋としてしまうと、どんな由来であれ一般的にPacificOceanを意味し、どうしても大げさな印象を受けてしまいます。
折角、九十九里という県内外を問わず有名な地名があるのに、わざわざそういう地名を消してまで太平洋とするのは
もったいない。
今まで築き上げてきた九十九里浜のイメージを壊してしまい、かえってマイナスの印象を受けます。もっと今あるイメー 「太平洋市」
H17.2.15
ジや地名を大事にしてほしいと思います。
について
地名は、一度つけてしまえばなかなか変更は出来ず、どんな評判でもその地名でやっていくしかないわけです。それを
もっと考えて名前をつけてほしい。
奇抜であるとか広大であるとか、そういうことだけで名前をつけて本当にいいのかどうかを考え直してみるべきだと思い
ます。

合併協議会

合併協議会

自分は山武町に在住の者です。
今回の市町村合併については自分も賛成だと思っています。しかし、その新しい市の名称が現在「太平洋市」になる
と聞いてこれでよいのだろうかと疑問に思っています。確かにこの名前が海の方を意識したものではないと主張して
も、実際その名前を聞いて一番最初に思い浮かぶのはやはり地図にも大きく載っている海だと思います。新聞に投稿 住民意見取
H17.2.9
山武町
された方の言葉を借りて「地球の面積の３分の２を占めるこの大きな海の名前をたかだか数キロほど面しているからと り入れ希望
言って同じなまえにしてしまうのはどうかと思う」とのことでしたが、自分もそのとおりだと思います。この名称についても
う一度このような住民の意見等も参考にいれ考えなおしてはもらえませんでしょうか？
よろしくお願いします。
私は千葉の住民ではございませんが新しい市の名称を報道で知り意見します。返信は別に必要ありません。
「太平洋市」などという安直で馬鹿げた名前を本気で付けようとしているのですか？
たとえどんなに自然が豊かで、文化や伝統がある地であったとしてもそのような名前の土地に住みたいとは私は絶対
に思いません。
H17.1.31
再考
そんな住所を書くのは嫌ですから。
名は体を表すというとおり妥協の産物ではなくもっと真剣に考えられてはどうですか。
このような名称はいずれ改名されるのは目に見えています。
もう手遅れとは思いますができれば再考なされることを希望します。

愛媛県

町村名

5

6

7

受付日

内容

主旨

合併協議会

太平洋市というのが嫌です。なぜそんな名前がでてきたのか最初に聞いたとき驚きました。」
２月９日の読売新聞にも、群馬の大学講師の方からの投稿で太平洋という言葉を小さな４町村が合併後の新市の名称 住民意見取
H17.2.10
に使用するのはいかがなものか、再考してほしいというような内容の文が掲載されていました。
り入れ希望
住民の意見は聞いてもらえないのでしょうか？

合併協議会

山武町に住む者です。
新市名に関してですが、どうも納得できません。
太平洋（海）の意味ではない。と新聞などに載っていましたが、
日本全国・世界の人が耳で聞いたら、誰でも海の太平洋を連想します。
郷土の歴史・地域的な事は何も考えておらず、
いかにも軽い名前の様な気がします。
他の県に住む、親戚に話しても笑われています。
「どこに住んでいるの？」と聞かれたとき
H17.2.20 自信を持って答えられる名前を希望します。
これでは、恥ずかしくて名前も言えません。
「えっ？太平洋に住んでいるの？」
なんて言われそうです。
上総市の方が、地域的にもすぐ判り、千葉県らしいと思います。
山武町に住んでいる、周りの人はみんな私と同じ様な意見です。
住民の意見もなしで、このような名前になるのは大反対です。
どうぞ、再検討をしてください。
このままでは、恥ずかしくてこの町には住めない気がします。

合併協議会

この名前は、もう決定なのでしょうか？とっても不満です。
私の周りの人からもかなりのブーイングなのですが、住民投票をやりませんか？
H17.2.16 海が８ｋｍしかないのに、恥ずかしくないですか？もっと千葉県らしい名前もあるはずです。
ちなみに、千葉県へ引っ越してきたとき、上総（かずさ）という名前が素敵に思えました。
役員だけで市の名前を決定してしまうのは、無理があると思います。

再考

住民投票希
望

備考

山武町

新市名称｢太平洋市｣について電子メールで寄せられた意見
町村名

1

松尾町

受付日

松尾町 13件
内容

H17．２．２２現在
主旨

H17.1.24

山武町・成東町・蓮沼村・松尾町（五十音順）で新たに合併協議会を立ち上げる様ですが
提案された新市名名称が「つくも」「上総」「かずさ」「東上総」「東かずさ」「太平洋」
と聞いて、もっと良い名前はないのかと思いました。旧上総国の端の方に過ぎないここが「上総市」というのも違和感
があります。だからと言って、一歩引いてへりくだるような感じで、ひらがなにしてしまいそうでまた心配です。どっち
にしても僭称ですが。
ひらがなは温かみとか親しみやすさとかのイメージがあるでしょうが、
再考
稚拙で味気ないイメージも有ると思います。
日本での学力低下が問題視されている昨今でもありますから・・・。
漢字の方が昔から慣れ親しんでいるはずだと思います。
「太平洋市」なんてすると世界中がひっくり返ってしまいそうですね。
九十九里⇒つくも、なんてのもいいんですか？問題ありだと思います。
問題な名称だらけの地図を将来見たくありませんので。是非、よろしくお願いします。

備考

不明

2

松尾町

H17.2.1

松尾町町長様
ご活躍のこととお喜び申し上げます。
小生、高校生のときまでを松尾で過ごし、現在は松尾は遠い故郷と想い続ける立場の人間です。
町の財政逼迫をしのぐための合併には、松尾という町名の喪失を悔しく思いながらも、関心を持って眺め続けていま
した。
昨日の読売新聞のWEB記事によれば、「来年３月２７日の合併を目指す千葉県の成東、山武、松尾町と蓮沼村の任
意合併協議会は３１日、新市の名称を「太平洋市」に決めた」とあり、これにはたいそう驚愕させられました。なんと品
再考
のない、むしろ下品な市名を選択してしまったことに、怒りさえ感じています。
品性も、知性も欠けたメンバーが決めたことなのだとあきれ果て、せめて恨み言のひとつでも残しておきたいと、この
メールをお届けします。
新しい市名は恥ずかしくて人前で口にできるようなものではありません。恥知
らずの人々がこしらえたみっともなさだけが取り柄の、小生の故郷の名前とは
無縁のものと思い込むこととしましょう。
ともあれ、残念無念の一言があるのみです。

3

松尾町

H17.2.10

新市名の「太平洋市」はばかげている。住民投票を実施して決めるべきだ。
この名前は承服できない。異議有り 。再検討・再投票して下さい。

再検討

松尾町 男

H17.2.10

「太平洋市」も撤回せよ！
太平洋という地球的、国際的名称をごくわずかな一地域が
独占するような事は思いっきり地名の常識外れ、許されるものではない
愚名の極め付け
こんな名称は到底容認出来ない

再考

同一メール他町
村有り

H17.2.12

改めて言いたい。太平洋市はやめてください。
やめてくださいやめてくださいやめてくださいやめてください
そんな名前で合併協定調印などして欲しくないです
将来 地図上で見たくないです

改名

同一メール他町
村有り

H17.2.17

合併協議会についてですがなぜ新市名を住民投票にしないのですか
合併決定後に市名をつけてもいいはずです。
私は太平洋市 反対です。場所的に分からないですし、全住人にたいしてたった14人
の決定というのもおかしいです。
なにとぞ別の新市名をお願いします。個人的には上総市がいいと思います。

改名

不明
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6

松尾町

松尾町

松尾町

男
住所不明

町村名
7

松尾町

受付日
H17.2.12

8

松尾町

H17.2.21

9

松尾町

H17.2.18

10

松尾町

H17.2.15

内容
改めて言いたい。太平洋市はやめてください。
やめてくださいやめてくださいやめてくださいやめてください
そんな名前で合併協定調印などして欲しくないです
将来 地図上で見たくないです

主旨
改名

町長 殿
この度の４町村合併に 太平洋市 となるようですが、太平洋は 北海道から沖縄まで面している広大な海です。こ
の太平洋の名前 を使用する事は、太平洋に面している市町村に大変失礼ではないかと思います。
私は地元出身者として提案させて頂きます。
成東町の な 蓮沼村の は 松尾町の ま 芝山町の し
再考
新しい市の名前は なはま市 です。
九十九里浜の美しい風景がイメージできると思います。
また なはま市 ですと千葉県で一番最初のひらがなの市になると思い、話題性にもなります。
再度 ご検討をお願い申し上げます。
太平洋市大反対
反対
市名はやはり過去の文化や歴史からの命名が望ましい
太平洋にわずかしか面していないし自分の住所にはなりたくないです
[全国地名保存連盟」の村尾会長から再考がを申し入れられたそうで。
新市名の代案として古来の地域名の「武佐」の復活を提案しているとか。
この再考を全面支持しています。いえ再考して当然です。
「若い層からは賛同を得ている」とは言うけれど、それじゃ昔からこの地に住んでいて
この地を熟知しているはずの高年齢層の方々の意見は無視したりないがしろにしたりしたのですか。
若い層だけしか見ないで。その名かには半ばいいかげんな回答もあったかもしれないのに。
な未来に向けて変えるつもりはない」
本当に太平洋市では、大きな希望を持った平和な市どころか
改名
「大きな汚点を残した大愚名の市」で後世に恥を残す名前になります。
本当に世界の笑い物になるでしょう。なっておかしくないです。
「変えるつもりはない」なんて言わせません！
このいい加減な愚名には「広く大きな未来」なんて感じられません。
ここから地名史の暗黒の未来が広がるような気がしてなりません。
改めて言いたい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変え
なさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい

備考
同一メール他町
村有り

北海道

不明

男性

町村名

11

松尾町

受付日

内容

主旨

備考

H17.2.16

四町村、法定合併協議会
山武地域四町村(成東、山武、松尾、蓮沼)の新市名称(太平洋市)について、意義申し上げます。
聞くところによると、新市名の意味は「大きな希望持った平和な市」だそうですが、当四町村出身者として、以下思っ
ていることを述べます。
※故郷の市名がそんな名称「太平洋市」になったら・・・
・笑える
・恥ずかしい
・まったく馴染まない
・とても悲しい
・故郷意識が希薄になる
・帰郷(帰省)意識が薄れる
・絶えられない
改名
・併合した際、市民の中で一体感が生まれるのか？
「全国地名保存連盟」大村尾次郎が言うとおり「後世に悔いを残さない・・・名前にすべきだ」
「『太平洋市』は、地名とはまったく無縁。北海道から沖縄までが太平洋に面しているのに、新市はわずかに８キロし
か海に面していない。世界の笑いものになる恐れさえある」。も、良くぞ言ってくれたと言う感じで、「世界の・・・」では
なくても、「国内の笑いもの」になるかも知れないと予想します。
誰の発案なのですか？本当に「若い層から賛同を得ている」？、のですか？まったく疑問です。
「広く大きな未来に向けて変えるつもりはない」？・・・
万人が賛同するＢＥＳＴな市名でなくても、せめて「地元住民」「地域住民」「関係住民」または「域外」の住民から非
難・失笑されないような市名を再考して下さい。
評議会の責任はとても重いですよ。
たとえ四町村で決めたとしても、市外・県内・県外・国内の人たちから非難を浴びるような事が無いようお願いしま
す。
決して「武佐」が良いとは言いません。他に代案がなければ「山武郡」からですから「山武市」でも良いと考えます。

新市名の成
立経緯と候
不明
補確定につ
いて知りたい

反対

12

松尾町

H17.2.18

①まだ、法定協議会の議事録等が閲覧できないのですがどのようになっているのでしょうか。よもや、全ての決定
がなされてから情報を公開するなどという手法をおとりになるつもりでしょうか。
ただでさえ、住民投票を行わないという「民意」を代表する者としてあるまじき行為をされているのですから、せめて
情報を公開することにより誠意を示すべきです。
②また、松尾駅の利用する多くの方が「太平洋市」という名称に非常な不快感を持っているようです。年配の方に
その傾向が多く見られます。新聞報道によりますと、法定協において多々ある候補の中から決戦投票を行い手続き
上の問題は無いとのことで、かつ、「若い方」の支持があったとのことですが、若い方とはどのような人を指している
のでしょうか。文脈上は議決権を有している議員さん達のことであるらしいとは察することができるのですが、地方自
治における住民自治の観点からすれば全くその根拠を欠くといわざるを得ません。一般に行政に携わる者の姿勢と
しては、「法治」行政を行うのは当然ですが、いわば法律（地方公共団体においては条例）の最終的な契約（あるい
は信託）を行う源泉たる主権者（選挙に際しては公務者団体）たる住民に十分な説明がなされていない状況にある
のは不幸なことです。特に、私が情報不足なのかもしれませんが今回の新市名の候補はどのような経緯で集められ
たものであるかが分かりませんでした。この点は重要です。仮に、破綻した法定協の候補を代用しているものである
とすれば、住民を欺いた行為であることになります。この点に関してはぜひ明確な回答を求めます。この質問（新市
名の成立経緯と候補確定について）は、町民の多くがかかえる重要な問題であるので広報・ホームページ等を使い
最大限の広報活動に尽力されることを期待いたします。 最後になりますが、松尾町がよりよい町から市への移行
がなされることを望みます。

13

松尾町

H17.2.19

合併して太平洋市などというふざけた名前にするというのは本当ですか。

男
41歳
船橋市

不明

新市名称｢太平洋市｣について電子メールで寄せられた意見
町村名

受付日

蓮沼村 6件

H17．２．２２現在

内容

主旨

もっといい新市名候補は無いのか
山武町・成東町・蓮沼村・松尾町（五十音順）で新たに合併協議会を立ち上げる様ですが 提案された新市名名称が
「つくも」「上総」「かずさ」「東上総」「東かずさ」「太平洋」 と聞いて、もっと良い名前はないのかと思いました。
H17.1.24 旧上総国の端の方に過ぎないここが「上総市」というのも違和感があります。だからと言って、 一歩引いてへりくだるよ 再考
うな感じで、ひらがなにしてしまいそうでまた心配です。
どっちにしても僭称ですが。
ひらがなは温かみとか親しみやすさとかのイメージがあるでしょうが
太平洋市なんて何考えてるんだ！
太平洋市で合意したなんて、何を考えてるんだ！と言いたい。
太平洋は日本だけの物でなく、アメリカ、カナダ、メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ、フィリピン ・・・
等など、いくつもの国々が共有している自然財産である事はいくらなんでもわかってるはず。
これは外交問題だな まるで太平洋が千葉国だけのものであるかのような感じを受ける
H17.1.30 例えば「太平洋で座礁、タンカーから油が流れる」とかいうニュースがあった場合、 太平洋市に影響が無くても風評被 再考
害は間違いなく出るよね。 逆に太平洋市でおきた災害であれば、他の太平洋沿岸の各地域が風評被害に 襲われるよ
ね。そういう覚悟をもってでも名前をつけるんだろうか？ 「戦後民主主義」の皮をかぶった「日本人総白痴化」が、こうい
う形で結実したわけですな。
先祖がつけた地名を自らの手で嬉々として捨てる国民は日本人くらい？ そちらには良識と言うものは無いんですかそ
んな名称で絶対に合併協定調印などして欲しくないし 合併が実現じて欲しくない もう一度考えなおせ、と言いたい
太平洋市という愚名の極め付けも撤回せよ 「太平洋市」も撤回せよ！
H17.2.10 太平洋という地球的、国際的名称をごくわずかな一地域が 独占するような事は思いっきり地名の常識外れ、許される 再考
ものではない 愚名の極め付け こんな名称は到底容認出来ない

1

蓮沼村

2

蓮沼村

3

蓮沼村

4

蓮沼村

太平洋市 本当にやめて！ 改めて言いたい。 太平洋市はやめてください。
H17.2.12 やめてください やめてください やめてください やめてください
そんな名前で合併協定調印などして欲しくないです 将来 地図上で見たくないです

蓮沼村

広く大きな未来どころか、地名史の暗黒の未来の始まりだ
「全国地名保存連盟」の村尾会長から再考がを申し入れられたそうで。 新市名の代案として古来の地域名の「武佐」
の復活を提案しているとか。 この再考を全面支持しています。いえ再考して当然です。
「若い層からは賛同を得ている」とは言うけれど、それじゃ昔からこの地に住んでいて この地を熟知しているはずの高
年齢層の方々の意見は無視したりないがしろにしたりしたのですか。
若い層だけしか見ないで。その名かには半ばいいかげんな回答もあったかもしれないのに。 な未来に向けて変えるつ
H17.2.15 もりはない」
再考
本当に太平洋市では、大きな希望を持った平和な市どころか 「大きな汚点を残した大愚名の市」で後世に恥を残す名
前になります。 本当に世界の笑い物になるでしょう。なっておかしくないです。 「変えるつもりはない」なんて言わせませ
ん！ このいい加減な愚名には「広く大きな未来」なんて感じられません。
ここから地名史の暗黒の未来が広がるような気がしてなりません。
改めて言いたい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。変えなさい。 変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変え
なさい変えなさい変えなさい 変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい変えなさい

蓮沼村

合併後の新しい市名が「太平洋市」であると聞きました。
この名は地域の文化も歴史も反映されていない様に見受けられます。
確かに大きな感じのする名前は良いものですが、発音が古臭い、田舎臭いと云うだけの理由で歴史を無視するなら
H17.2.16
ば、其の様な発想自体が田舎コンプレックス表れではないでしょうか。
新しい市になるのですから、其れこそ己の歴史を反映した名に自信を持って堂々と構えれば良いのではないかと思っ
ております。今回の決定について是非とも再考をお願いします。
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