
第15回泉区和泉町住居表示検討委員会 

 

                          平成25年２月４日（月） 

                        午前10時～ 

                        泉区役所 １Ａ会議室 

 

次  第 

 

１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議題 

（１）第二次地区の進捗について 

 

（２）今後の検討地区のエリアについて 

 

（３）今後の検討地区の町名の検討について 

 

（４）今後の検討スケジュールについて 

 

（５）次回検討委員会までの周知内容について 

 

（６）次回検討委員会について 

 

４ 閉会 
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今後の検討地区のエリアについて 
 

１ 概要 

 前回検討委員会で、長後街道南北の地域について、いくつのエリアとするか町名の

イメージと合わせてご提案をいただきました。各地域で検討していただいた内容を確

認し、いくつのエリアとするか再度、検討します。 

 

２ 各地域の検討結果 

  【案１】長後街道南北を２つのエリアとする案 

○和泉中央連合自治会 

 長後街道がエリアの境として分かりや

すいため。 

 ※エリア面積の参考例 

港北区太尾町第一次～第三次地区 

（平成 19～21 年に住居表示実施） 

・大倉山一～七丁目…1.832ｋ㎡ 11,565 世帯 

 

 

【案２】長後街道東西を２つのエリアとする案 

○和泉中央連合自治会 

 自治会町内会の多くが長後街道を 

越えて南北に広がっているため、地域 

のイメージとエリア分けがあうため。 

 

 

 

 

 

 面積 世帯数 町数 

Ａ 0.850ｋ㎡ 約 4,100 世帯 ６町 

Ｂ 1.049ｋ㎡ 約 4,200 世帯 ５～６町 

 【町名候補１】 【町名候補２】 

Ａ 和泉中央北 和泉元町 

Ｂ 和泉中央南 和泉中央 

 面積 世帯数 町数 

Ａ 0.764ｋ㎡ 約 3,250 世帯 ５～６町 

Ｂ 1.135ｋ㎡ 約 5,050 世帯 ５～６町 

 【町名候補】 

Ａ 和泉中央西 

Ｂ 和泉中央東 

【案３】長後街道南部を２つ、北部を２つ、計４つのエリアとする案 

○和泉北部連合自治会 

○下和泉連合町内会 

【理由】 

 各エリアの範囲が適当な大きさで、住所と

して分かりやすくなる。 

   ＊エリア面積の参考例  

泉区中田地区 

（平成７～９年に住居表示実施） 

・中田東一～四丁目…0.834ｋ㎡ 4,330 世帯 

・中田北一～三丁目…0.665ｋ㎡ 2,432 世帯 

  ・中田西一～四丁目…0.597ｋ㎡ 2,632 世帯 

  ・中田南一～五丁目…0.837ｋ㎡ 4,764 世帯 

 

 

 

 

【参考】長後街道南部を２つ、北部を１つ、計３つのエリアとする案 

※前回検討委員会に提案されていたもの 

 

 面積 世帯数 町数 

Ａ 0.325ｋ㎡ 約 1,400 世帯 ３町 

Ｂ 0.525ｋ㎡ 約 2,700 世帯 ３町 

Ｃ 0.439ｋ㎡ 約 1,850 世帯 ２～３町 

Ｄ 0.610ｋ㎡ 約 2,350 世帯 ２～３町 

 【町名候補１】 【町名候補２】 

Ａ 和泉中央北 和泉中央西 

Ｂ 和泉中央東 和泉中央北 

Ｃ 和泉中央西 和泉中央南 

Ｄ 和泉中央南 和泉中央東 

 面積 世帯数 町数 

Ａ 0.850ｋ㎡ 約 4,100 世帯 ６町 

Ｂ 0.439ｋ㎡ 約 1,850 世帯 ２～３町 

Ｃ 0.610ｋ㎡ 約 2,350 世帯 ２～３町 

 【町名候補１】 【町名候補２】 

Ａ 和泉中央北 中和田 

Ｂ 和泉中央東 和泉中央 

Ｃ 和泉中央西 立場 
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今後の検討地区の町名の検討について 
 

１ 概要 

  長後街道南北の地域の町名については、これまでの検討の中で、各エリアで町名を

決めるのではなく、全体で関連する町名とすることを視野に入れ、検討を進める必要

があるとのご意見をいただきました。 

関連する町名とするには、長後街道南北の地域全体でご意見をお伺いしていく必要 

があり、これまでの第一次、第二次地区以上に広い地域での検討となります。 

そのため、今後、どのように町名を検討していくか、確認します。 

 

２ 町名検討の流れについて 

             ※実施区域がアンケートの実施範囲となります。 

 

３ アンケートの実施について 

 これまで第一次、第二次地区では、地域にお住まいの方のご意見をお伺いするため、 

町名に関するアンケートを行いました。 

 今後検討する地区についても、地域にお住まいの方のご意見をお伺いする機会を設 

ける必要があると考えています。 

 (1) 町名候補について 

   現在、「エリア及び町名」について検討していますが、今後、検討委員会で町名

候補が複数挙げられる場合は、これまでの第一次、第二次地区同様に、町名に関す

るアンケートを実施する必要があると考えています。 

 (2) アンケート項目について 

長後街道南北の地域については、町名とエリアのイメージが大きく関わり、また、

各エリアで関連する町名を付けることも視野に入れると、エリア及び町名の組み合

わせに関するアンケートの実施について、検討する必要があると考えています。 
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今後の検討スケジュールについて 

 

日付 内容 備考 

２月４日 第 15 回検討委員会 

・エリア及び町名について 

・町名の検討について 

【各連合での検討】 

・第三次・第四次の実施区域に

ついて 

・エリア及び町名について 

３月中旬 第 16 回検討委員会 

・エリア分けの決定 

・町名案について 

・第三次・第四次の実施区域に

ついて 

○現地調査 

・第三次・第四次の実施区域 

【各連合での検討】 

・第五次・第六次の実施区域に

ついて 

・町名案について 

３月下旬 検討状況周知チラシ配付  

５月中旬 第 17 回検討委員会 

・第三次～第六次の実施区域に

ついて 

（第三次・第四次の実施区域の

決定） 

・第三次の町界について 

・町名案の決定 

（・町名アンケートについて） 

○現地調査 

・第五次・第六次の実施区域 

【各連合での検討】 

（・町名アンケートについて） 

６月下旬 第 18 回検討委員会 

・第五次・第六次の実施区域の

決定 

・第三次の町界について 

・町名アンケートについて 

○現地調査 

・第三次の町界 

７～８月 （町名アンケート実施？） 

 

○現地調査 

・第三次の町界 

９月 第 19 回検討委員会 

・各エリアの町名の決定 

・第三次の町界の決定 

 

11 月 案の地元説明会  

12 月 第 20 回検討委員会 

・「案の地元説明会」の報告 

・新町界・新町名案の決定 
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