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平成23年1月17日

熊本市行政区画等審議

会　長　桑　原　隆

熊本市長　幸　山　政　史　　様

熊本市の行政区の名称について（答申）

平成22年6月22日付け政指発第000205号にて諮問のあった熊本市

の行政区の名称について、次のとおり答申します。

区　 分 行政区の名称

A　区 北 区 （きた区）

B　区 西 区 （に し区）

C　区 中 央 区 （ちゆうお う区）

D　区 東 区 （ひが し区）

E　区 南 区 （みなみ区）
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答申にあたって 

 

熊本市行政区画審議会（以下、「審議会」という。）は、平成２２年６月２２日に「熊

本市の行政区の名称」について、熊本市長から諮問を受けた。  

審議会では、答申まで合計４回の会議の開催を行うとともに、市民をはじめとして広

く区名案を募集し、その案を各区５つの候補に絞り込み、さらに市民に区名意向調査を

行うなど、市民の意見の把握にも努めた。 

審議会では、このような意見を踏まえて審議を重ね、本市の各行政区の名称に関する

本審議会としての結論を得たものである。  

 

１ 区名決定にあたって  

区名の決定は、下記の「区名についての基本的な考え方」に沿って行った。  

 

区名についての基本的な考え方  

○簡潔で、親しみやすく、区の特色を表し、政令指定都市「熊本市」にふさわしい名

称を選定する。 

○区の一体感の醸成が図られるものを考慮し選定する。 

○各区名は、全市的な整合性を考慮し選定する。 

 

２ 検討の経緯 

（１） 諮問  

平成２１年９月議会で議決の「熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条

例」に基づき設置された当審議会は、政令指定都市移行後の「熊本市の行政区の名称」

について、平成２２年６月２２日に市長から諮問を受け、審議を行ってきた。  

 

（２） 区名案の募集  

審議会では、区名案を広く募集することを決定し、親しみやすく区の特色を表し、

政令指定都市「熊本市」にふさわしい名称を広く応募していただくため、「区名につい

ての基本的な考え方」、「どなたでも応募できる(市内在住、年齢等問わない)」や、「応

募のあった区名案の中から、区名候補を各区５つ選定し、その後、市民の意向を把握す

るため、区名意向調査を行うものとする」という考え方を明記し、平成２２年９月６日

から９月２７日までの３週間にわたり、広く区名案を募集した。 

周知の方法としては、周知用チラシを作成し、全世帯へ配布するとともに、市政だよ



りや市ホームページへの掲載、市電・バスの車内、市各施設のポスター掲示などを行い、

幅広く区名案がいただけるよう周知等に取り組み、その結果、８，５９９件の応募をい

ただいた。 

 

（３）各区５つの区名候補の選定  

審議会では、「区名についての基本的な考え方」を基に、慎重な審議を重ねた結果、

各区５つの区名候補の選定にあたっては、区名案募集結果において、各区とも上位２案

の応募数が全体の７割程度を占めたことから、各区上位２案を区名候補とした。 

残り３候補については、応募された区名案の中から、各委員が推薦する区名案の投票

を行った結果により区名候補を選定し、各区５つの区名候補を決定した。 

区名候補一覧 

きた じょうほく ひごきた むさし みどり 

Ａ区 
北 城北 肥後北 武蔵 緑 

にし じょうせい ひごにし ありあけ きんぽう 

Ｂ区 
西 城西 肥後西 有明 金峰 

ちゅうおう なか ぎんなん じょうおう しらかわ 

Ｃ区 
中央 中 銀杏 城央 白川 

ひがし じょうとう ひごひがし たくま えづ 

Ｄ区 
東 城東 肥後東 託麻 江津 

みなみ じょうなん ひごみなみ みどりかわ みどり 

Ｅ区 
南 城南 肥後南 緑川 緑 

 

 （４）区名意向調査  

審議会では、熊本市内にお住まいの方を対象に、「意向調査の結果は、熊本市行政区

画等審議会での区名選定における審議の参考となりますが、必ずしも応募数の多いもの

が選定されるものではありません。」との考え方を示し、平成２２年１２月３日から１

２月２４日までの３週間にわたり、意向調査を行った。 

意向調査の方法は、各区の区名候補に１つだけ○を付ける選択方式とし、区名案の募

集と同様に、専用チラシを作成し、全世帯へ配布するとともに、市政だよりや市ホーム

ページへの掲載、市電・バスの車内、市各施設のポスター掲示などを行い、多くの市民

の皆様のご意見がいただけるよう周知等に取り組み、その結果、３４，０５３通の応募

をいただいた。 

 

 



応募総数 北 城北 武蔵 肥後北 緑

28,506 15,813 7,257 3,400 1,647 389

応募総数 西 城西 有明 金峰 肥後西

28,146 15,567 7,022 2,279 1,853 1,425

応募総数 中央 中 銀杏 城央 白川

28,674 18,523 3,763 2,662 2,295 1,431

応募総数 東 城東 託麻 江津 肥後東

28,620 16,305 6,884 2,108 1,771 1,552

応募総数 南 城南 緑川 肥後南 緑

28,383 15,622 7,453 2,702 1,678 928

Ｃ区

Ｄ区

Ｅ区

Ａ区

Ｂ区

区名意向調査結果

 

 

（５）区名の決定 

区名については、意向調査結果等を参考にしながら、慎重な審議を行った結果、各区

の区名を決定し、答申した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



熊本市行政区画等審議会開催状況等 

日   程 会議内容等 

第１０回行政区画等審議会 
（平成２２年６月２２日） 

「熊本市の行政区の名称について」諮 問 
○「行政区画の編成及び区役所の位置について」熊本市の

方針決定内容報告 
○行政区の名称（区名）について 
□政令指定都市における行政区の名称（区名）について

□先行政令指定都市における区名選定事例説明 
第１１回行政区画等審議会 
（平成２２年７月２６日） 

○行政区の名称（区名）について 
□行政区の名称（区名）の選定方法について 
・区名の選定方法について 
・区名答申までのスケジュール 
・熊本市区名案募集実施要領 
・熊本市区名意向調査実施要領 

区名案の募集 
（平成２２年９月６日から

９月２７日まで） 
 

応募件数 ８，５９９件 

第１２回行政区画等審議会 
（平成２２年１０月１９日） 

○行政区の名称（区名）について 
□区名案募集の結果について（報告） 
□行政区の名称（区名）の選定方法について 
・区名候補の選定について 
・区名意向調査について 

区名意向調査 
（平成２２年１２月３日か

ら１２月２４日まで） 
 

応募件数 ３４，０５３件 

第１３回行政区画等審議会 
 

○行政区の名称（区名）について 
□区名意向調査の結果について（報告） 
□行政区の名称（区名）の選定について 
□答申書（区名）について 

「熊本市の行政区の名称について」答 申 
 

 



熊本市行政区画等審議会  委員名簿
平成２３年　１月１７日現在

委員区分 氏　　　名

赤星　香世子 熊本学園大学教授

上野　眞也 熊本大学教授 副会長

桑原　隆広 熊本県立大学教授 会　長

崎元　達郎 熊本大学顧問

林　美貴 崇城大学講師

坂田　誠二 熊本市議会議長

江藤　正行 熊本市議会議員

上村　恵一 熊本市議会議員

牧野　光明 元植木町議会議長

戸内　敏 元城南町議会議長

岩永　則勝 元熊本市富合町区長会会長

植村　米子 熊本市地域婦人会連絡協議会会長

大久保　太郎 熊本経済同友会代表幹事

大澤　一史 熊本市城南地区嘱託員会会長

緒方　孝雄 熊本市社会福祉協議会副会長

髙木　徳文 熊本市PTA協議会副会長

新立　順子 熊本市民生委員児童委員協議会会長 ～平成２２年１１月３０日

千田　新一 熊本市民生委員児童委員協議会会長 平成２３年　１月１７日～

中尾　保德 熊本商工会議所会頭 ～平成２２年１０月３１日

古荘　善啓 熊本商工会議所会頭職務代行者　副会頭 平成２３年　１月１７日～

堀　義德 熊本市植木地区嘱託員会会長

南　景子 城東校区第12町内自治会長

村上　一也 熊本市農業協同組合代表理事組合長

森　日出輝 熊本市農業委員会会長

森川　和憲 熊本市小学校校長会会長

米村　昌昭 熊本市消防団長

小嶋　一誠 熊本県総務部市町村総室長

池部　正剛 熊本県警察本部警務部参事官

喜安　和秀 国土交通省九州地方整備局熊本河川国道事務所長

祐名　三佐男 熊本地方法務局登記官

行政関係

備考

学識経験者

議会議員

住民代表
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