
Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 村上市役所 村上市役所
2 荒川町 荒川町役場 村上市荒川支所
3 神林村 神林村役場 村上市神林支所
4 朝日村 朝日村役場 村上市朝日支所
5 山北町 山北町役場 村上市山北支所
6 村上市 村上市岩船連絡所 村上市岩船連絡所
7 村上市 村上市上海府連絡所 村上市上海府連絡所

8 広域
岩船地域広域事務組合消防
本部

村上市消防本部

9 広域
岩船地域広域事務組合消
防署

村上市消防署

10 広域 荒川分所 村上市消防署荒川分署
11 広域 神林分所 村上市消防署神林分署
12 広域 朝日分所 村上市消防署朝日分署
13 広域 山北分所 村上市消防署山北分署
14 広域 関川分所 村上市消防署関川分署

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 村上地区防災センター 村上地区防災センター

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 荒川町 十文字集会所 十文字集会所
2 荒川町 坂町住宅集会所 坂町住宅集会所
3 荒川町 前坪団地集会所 前坪団地集会所
4 荒川町 田島集会所 田島集会所
5 荒川町 堤下団地集会所 堤下団地集会所

6 山北町
山北町立脇川集落開発セン
ター

脇川集落開発センター

7 山北町
山北町立大毎集落開発セン
ター

大毎集落開発センター

8 山北町
山北町立朴平集落開発セン
ター

朴平集落開発センター

9 山北町
山北町立板屋沢集落開発セ
ンター

板屋沢集落開発センター

10 山北町
山北町立碁石集落開発セン
ター

碁石集落開発センター

11 山北町
山北町立中津原集落開発セ
ンター

中津原集落開発センター

12 山北町
山北町立寝屋集落開発セン
ター

寝屋集落開発センター

13 山北町
山北町立板貝集落開発セン
ター

板貝集落開発センター

14 山北町
山北町立笹川集落開発セン
ター

笹川集落開発センター

15 山北町
山北町立上大鳥集落開発セ
ンター

上大鳥集落開発センター

分科会名：総務人事分科会

分科会名：防災交通分科会

分科会名：企画広域

別紙
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16 山北町
山北町立今川集落開発セン
ター

今川集落開発センター

17 山北町
山北町立遅郷集落開発セン
ター

遅郷集落開発センター

18 山北町
山北町立北田中集落開発セ
ンター

北田中集落開発センター

19 山北町
山北町立大谷沢集落開発セ
ンター

大谷沢集落開発センター

20 山北町
山北町立北黒川集落開発セ
ンター

北黒川集落開発センター

21 山北町
山北町立塔下集落開発セン
ター

塔下集落開発センター

22 山北町
山北町立下大蔵集落開発セ
ンター

下大蔵集落開発センター

23 山北町
山北町立大沢集落開発セン
ター

大沢集落開発センター

24 山北町
山北町立伊呉野集落開発セ
ンター

伊呉野集落開発センター

25 山北町
山北町立荒川口集落林業セ
ンター

荒川口集落林業センター

26 山北町
山北町立杉平集落林業セン
ター

杉平集落林業センター

27 山北町 山北町立雷ふるさと会館 雷ふるさと会館
28 山北町 山北町立荒川ふるさと会館 山北荒川ふるさと会館

29 山北町
山北町立北中生活改善セン
ター

北中生活改善センター

30 山北町
山北町立桑川生活改善セン
ター

桑川生活改善センター

31 山北町
山北町立寒川生活改善セン
ター

寒川生活改善センター

32 山北町
山北町立越沢生活改善セン
ター

越沢生活改善センター

33 山北町
山北町立浜新保生活改善セ
ンター

浜新保生活改善センター

34 山北町
山北町立出戸生活改善セン
ター

出戸生活改善センター

35 山北町
山北町立温出地域農村研修
センター

温出地域農村研修センター

36 山北町
山北町立中浜農村研修セン
ター

中浜農村研修センター

37 山北町
山北町立北赤谷集落セン
ター

北赤谷集落センター

38 山北町
山北町立下大鳥ふれあいセ
ンター

下大鳥ふれあいセンター

39 山北町
山北町立岩崎ふれあいセン
ター

岩崎ふれあいセンター

40 山北町
山北町立堀ノ内ふれあいセ
ンター

堀ノ内ふれあいセンター

41 山北町
山北町立府屋駅前ふれあい
センター

府屋駅前ふれあいセンター

42 山北町 山北町立間瀬集落センター 間瀬集落センター
43 山北町 山北町立寒川集落センター 寒川集落センター
44 山北町 山北町立小俣集落センター 小俣集落センター
45 朝日村 塩野町多目的研修集会施設 塩野町多目的研修集会施設
46 朝日村 岩崩地区集会施設 岩崩地区集会施設
47 朝日村 石住集落開発センター 石住集落開発センター
48 朝日村 大場沢多目的研修集会施設 大場沢多目的研修集会施設
49 朝日村 古渡路集会施設 古渡路集会施設
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50 朝日村 猿沢コミュニティセンター 猿沢コミュニティセンター
51 朝日村 千縄集会施設 千縄集会施設
52 朝日村 小川ふれあいセンター 小川ふれあいセンター
53 朝日村 板屋越地区集落センター 板屋越地区集落センター
54 朝日村 宮ノ下集落センター 宮ノ下集落センター
55 朝日村 新屋集落センター 新屋集落センター
56 朝日村 十川集落センター 十川集落センター
57 朝日村 上野集落センター 上野集落センター
58 朝日村 中新保ふれあいセンター 中新保ふれあいセンター
59 朝日村 岩沢ふれあいセンター 岩沢ふれあいセンター
60 朝日村 本小須戸ふれあいセンター 本小須戸ふれあいセンター
61 朝日村 小川水明ふれあいセンター 小川水明ふれあいセンター
62 朝日村 蒲萄ふれあいセンター 蒲萄ふれあいセンター
63 朝日村 寺尾ふれあいセンター 寺尾ふれあいセンター
64 朝日村 高根活性化センター 高根活性化センター
65 朝日村 黒田集会施設 黒田集会施設
66 朝日村 堀野集会施設 堀野集会施設
67 朝日村 布部集会施設 布部集会施設
68 朝日村 上中島集落センター 上中島集落センター

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 朝日村
朝日村国民健康保険関口診
療所

村上市国民健康保険関口診
療所

2 朝日村
朝日村国民健康保険布部診
療所

村上市国民健康保険布部診
療所

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 村上市第一保育園 第一保育園
2 村上市 村上市第二保育園 第二保育園
3 村上市 村上市岩船保育園 岩船保育園
4 村上市 村上市瀬波保育園 瀬波保育園
5 村上市 村上市上海府保育園 上海府保育園
6 村上市 村上市山辺里保育園 山辺里保育園
7 村上市 村上市山居町保育園 山居町保育園
8 荒川町 荒川町金屋保育園 金屋保育園
9 荒川町 荒川町大津保育園 大津保育園
10 荒川町 荒川町坂町保育園 坂町保育園
11 荒川町 荒川町荒島保育園 荒島保育園
12 神林村 西神納保育園
13 神林村 神納東保育園
14 神林村 神納中央保育園
15 神林村 平林保育園 平林保育園
16 神林村 塩谷保育園 塩谷保育園
17 朝日村 朝日村舘腰保育園 舘腰保育園
18 朝日村 朝日村三面保育園 三面保育園
19 朝日村 朝日村高南保育園 高南保育園
20 朝日村 朝日村猿沢保育園 猿沢保育園
21 朝日村 朝日村塩野町保育園 塩野町保育園

22 山北町
山北町立山北にじいろ保育
園

山北にじいろ保育園

23 山北町
山北町立山北おおぞら保育
園

山北おおぞら保育園

向ヶ丘保育園

分科会名：国保年金

分科会名：母子児童援護
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24 村上市 村上市学童保育所 二之町学童保育所
25 村上市 南町学童保育所 南町学童保育所
26 村上市 岩船学童保育所 岩船学童保育所
27 村上市 山辺里学童保育所 山辺里学童保育所
28 村上市 瀬波学童保育所 瀬波学童保育所

29 村上市
南町学童保育所
なんしょうクラブ

南町学童保育所
なんしょうクラブ

30 朝日村 朝日村学童保育所 朝日学童保育所
31 荒川町 金屋学童保育所 金屋学童保育所
32 荒川町 保内学童保育所 保内学童保育所

33 山北町
山北町こどもセンター「やま
ゆり園」

山北やまゆり学童保育所

34 山北町
山北町こどもセンター「はま
ゆり園」

山北はまゆり学童保育所

35 村上市 村上市南町児童館 南町児童館
36 村上市 村上市二之町児童館 二之町児童館
37 村上市 村上市岩船児童館 岩船児童館
38 村上市 山辺里子育て支援センター 山辺里子育て支援センター
39 村上市 上海府子育て支援センター 上海府子育て支援センター

40 荒川町
子育て支援センター「にこに
こキッズ」

荒川子育て支援センター にこにこキッズ

41 朝日村
子育て支援センター　なかよ
し広場

朝日子育て支援センター なかよし広場

42 山北町
山北町子育て支援センター
「どんぐりの森」

山北子育て支援センター どんぐりの森

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 山北町
山北町福祉センター「ゆり花
会館」

福祉センターゆり花会館

2 荒川町 荒川町憩の家 荒川いこいの家
3 神林村 神林村住民憩いの家 神林いこいの家

4 広域
岩船広域養護老人ホームや
まゆり荘

村上市養護老人ホームやま
ゆり荘

5 村上市 村上市コミュニティデイホーム 村上市コミュニティデイホーム

6 山北町
山北町生きがい対応型デイ
サービスセンター「ほたるの
家」

生きがいデイサービスセン
ター山北ほたるの家

7 村上市 村上市老人福祉センター 村上市老人福祉センター あかまつ荘

8 朝日村
朝日村高齢者生活福祉セン
ターふれあい羽衣

高齢者生活福祉センターふ
れあい羽衣

9 朝日村
朝日村老人いこいの家寿山
荘

老人いこいの家寿山荘

10 荒川町
荒川町高齢者生きがいセン
ター

荒川高齢者生きがいセン
ター

11 荒川町 荒川町花卉園芸センター 荒川花卉園芸センター

12 荒川町
荒川町老人施設「かなや夕
映えセンター」

荒川かなや夕映えの家

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 瀬波デイサービスセンター （瀬波デイサービスセンター） （瀬波すみれ荘）

2 村上市 上海府デイサービスセンター
（上海府デイサービスセン
ター）

（ゆきわり荘）

分科会名：高齢障害

分科会名：介護保険
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3 村上市 山辺里デイサービスセンター
（山辺里デイサービスセン
ター）

（さくら荘）

4 神林村
神林村デイサービスセンター
「きわなみ荘」

（神林村デイサービスセン
ター「きわなみ荘」）

きわなみ荘

5 神林村
神林村デイサービスセンター
「新きわなみ荘」

（神林村デイサービスセン
ター「新きわなみ荘」）

新きわなみ荘

6 朝日村 さわらびセンター （さわらびセンター）
デイサービスさ
わらび

7 朝日村 デイサービス長津 （デイサービス長津）
デイサービス長
津

8 山北町
山北町デイサービスセンター
「ゆり花荘」

（山北町デイサービスセン
ター「ゆり花荘」）

ゆり花荘

9 村上市 村上市地域包括支援センター 村上市地域包括支援センター
10 荒川町 荒川町地域包括支援センター 荒川地域包括支援センター
11 神林村 神林村地域包括支援センター 神林地域包括支援センター
12 朝日村 朝日村地域包括支援センター 朝日地域包括支援センター
13 山北町 山北町地域包括支援センター 山北地域包括支援センター

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 村上市休日急患診療所 村上市休日急患診療所
2 荒川町 荒川町保健センター 荒川保健センター
3 神林村 神林村保健センター 神林保健センター
4 朝日村 朝日村保健センター 朝日保健センター
5 広域 やまびこの家 やまびこの家

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 広域 岩船北部ごみ処理場 村上市ごみ処理場
2 広域 荒川郷ごみ処理場 荒川郷ごみ処理場
3 広域 岩船北部アクアセンター 村上市し尿処理場 アクアセンター
4 朝日村 まゆの里保養センター まゆの里保養センター
5 村上市 村上市墓地 羽黒町墓地
6 村上市 村上市墓地 岩船上町墓地
7 村上市 村上市墓地 岩船新田町墓地
8 村上市 村上市墓地 岩船三日市墓地
9 神林村 神林村霊園 神林松喜和霊園
10 山北町 府屋墓地 府屋墓地
11 村上市 無相院 村上火葬場無相院
12 山北町 山北町火葬場 山北火葬場
13 広域 荒川郷斎場　普照園 荒川火葬場普照園
14 広域 岩船北部板屋越埋立地 板屋越埋立地
15 広域 岩船北部荒沢最終処分場 荒沢最終処分場
16 広域 荒川郷最終処分場 荒川郷最終処分場

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 神林村
神林村高齢者生産活動セン
ター

高齢者生産活動センター
かみはやしいき
いきセンター

2 神林村 上助渕コミュニティーセンター 上助渕コミュニティーセンター

3 朝日村
朝日村バイオテクノロジー研
究施設

朝日バイオテクノロジー研究
施設

分科会名：保健衛生

分科会名：　環境衛生　

分科会名：農政
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4 朝日村
朝日村シルクフラワー製作
工房

朝日シルクフラワー製作工房

5 朝日村 朝日村温泉熱活用生産施設 朝日温泉熱活用生産施設
6 神林村 神林村南大平畜産基地 南大平畜産基地

7 村上市
村上市農村環境改善セン
ター

村上農村環境改善センター

8 神林村
神林村農村環境改善セン
ター

神林農村環境改善センター

9 村上市 海府ふれあい広場 海府ふれあい広場
10 山北町 山北町農業研修センター 山北農業研修センター
11 朝日村 朝日有機センター 朝日有機センター

12 神林村
神林村有機資源リサイクルセ
ンター

神林有機資源リサイクルセン
ター

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 馬下消波施設 馬下消波施設
2 山北町 山北町林業センター 山北林業センター
3 村上市 三面川休憩所 三面川休憩所
4 村上市 内水面漁業資料館 イヨボヤ会館
5 村上市 駐車場 イヨボヤ会館　駐車場
6 村上市 公衆便所 イヨボヤ会館　公衆便所
7 村上市 瀬波船だまり岸壁 瀬波船だまり岸壁
8 村上市 瀬波駐車場 瀬波駐車場
9 村上市 瀬波斜路 瀬波斜路
10 村上市 馬下釣場安全施設 馬下釣場安全施設

11 村上市
野潟釣場安全施設管理セン
ター

野潟釣場安全施設管理セン
ター

12 村上市 野潟釣場安全施設 野潟釣場安全施設

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 村上高等職業訓練校 村上高等職業訓練校

2 村上市
村上市勤労者総合福祉セン
ター

村上市勤労者総合福祉セン
ター

クリエート村上

3 村上市 村上市観光案内物産センター
村上市観光案内物産セン
ター

4 朝日村 朝日村みどりの里 朝日みどりの里
5 村上市 村上市民ふれあいセンター 村上市民ふれあいセンター ふれあい２０１

6 朝日村
朝日まほろばふれあいセン
ター

朝日まほろばふれあいセン
ター

7 朝日村 屋根付き多目的広場
朝日みどりの里屋根付き多
目的広場

8 山北町 笹川流れ夕日会館 笹川流れ夕日会館

9 山北町
山北ゆり花温泉・交流の館
「八幡」

山北ゆり花温泉・交流の館
「八幡」

10 朝日村 朝日村温泉活用健康増進施設 朝日温泉活用健康増進施設 朝日きれい館
11 朝日村 朝日村温泉給湯スタンド 朝日まほろば温泉スタンド
12 山北町 勝木・ゆり花温泉給湯施設 勝木・ゆり花温泉スタンド
13 朝日村 朝日村温泉配湯施設 朝日まほろば温泉配湯施設
14 山北町 山北町長期滞在施設 山熊田長期滞在施設
15 朝日村 蒲萄スキー場 村上市蒲萄スキー場
16 荒川町 あらかわ町営ゴルフ場 村上市営あらかわゴルフ場

分科会名：林政水産

分科会名：商工観光
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17 朝日村 朝日村体験交流センター
朝日みどりの里体験交流セ
ンター

18 朝日村 朝日村休養施設 朝日みどりの里休養施設

19 朝日村 朝日村農産物直売施設
朝日みどりの里農産物直売
施設

20 村上市 村上市工業団地 村上市工業団地
21 神林村 神林村工業団地 村上市神林工業団地
22 山北町 山北町工業団地 村上市山北工業団地
23 山北町 山北町農林水産加工場 山北農林水産加工場
24 山北町 山北町農産物加工場 山北農産物加工場

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 除雪車格納庫 除雪車格納庫
2 山北町 山北町除雪ステーション 山北支所除雪ステーション

3 山北町 山北町スクールバスセンター
山北支所スクールバスセン
ター

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 荒川町 貝附児童遊園地 貝附児童遊園地
2 荒川町 荒島児童遊園地 荒島児童遊園地
3 荒川町 春木山児童遊園地 春木山児童遊園地
4 荒川町 梨木児童遊園地 梨木児童遊園地
5 荒川町 下鍛冶屋児童遊園地 下鍜冶屋児童遊園地
6 荒川町 切田児童遊園地 切田児童遊園地
7 荒川町 十文字児童遊園地 十文字児童遊園地
8 荒川町 藤沢児童遊園地 藤沢児童遊園地
9 荒川町 田屋児童遊園地 田屋児童遊園地
10 荒川町 山口児童遊園地 山口児童遊園地
11 荒川町 佐々木児童遊園地 佐々木児童遊園地
12 荒川町 田島児童遊園地 田島児童遊園地
13 荒川町 金屋児童遊園地 金屋児童遊園地
14 荒川町 馬場児童遊園地 馬場児童遊園地
15 荒川町 鳥屋児童遊園地 鳥屋児童遊園地
16 荒川町 大津児童遊園地 大津児童遊園地
17 荒川町 中倉児童遊園地 中倉児童遊園地
18 荒川町 名割児童遊園地 名割児童遊園地
19 荒川町 中野児童遊園地 中野児童遊園地
20 荒川町 荒屋児童遊園地 荒屋児童遊園地
21 荒川町 海老江児童遊園地 海老江児童遊園地
22 荒川町 上鍛冶屋児童遊園地 上鍜冶屋児童遊園地
23 神林村 里本庄児童公園 里本庄児童公園
24 神林村 指合児童公園 指合児童公園
25 神林村 殿岡児童公園 殿岡児童公園
26 神林村 南大平児童公園 南大平児童公園
27 神林村 河内児童公園 河内児童公園
28 神林村 川部児童公園 川部児童公園
29 神林村 北新保児童公園 北新保児童公園
30 神林村 宿田児童公園 宿田児童公園
31 神林村 福田児童公園 福田児童公園
32 神林村 南田中児童公園 南田中児童公園
33 神林村 山田児童遊園 山田児童遊園
34 神林村 長松児童公園 長松児童公園

分科会名：建設管理

分科会名：国土計画

7



35 神林村 飯岡児童公園 飯岡児童公園
36 神林村 今宿児童遊園 今宿児童遊園
37 山北町 府屋児童遊園 府屋児童遊園
38 荒川町 荒川町営有料駐車場 坂町駅前市営有料駐車場
39 荒川町 堤下駐車場 堤下駐車場
40 神林村 平林駅東口広場 平林駅東口広場
41 山北町 桑川駅前広場駐車場 桑川駅前広場駐車場
42 村上市 村上駅前自転車等駐車場 村上駅前自転車等駐車場
43 荒川町 駅前自転車等駐車場 坂町駅前自転車等駐車場
44 荒川町 高山町自転車等駐車場 藤沢自転車等駐車場
45 村上市 浜新田農村公園 浜新田農村公園
46 村上市 四日市農村公園 四日市農村公園
47 村上市 鋳物師農村公園 鋳物師農村公園
48 村上市 大関農村公園 大関農村公園
49 村上市 下渡農村公園 下渡農村公園
50 村上市 門前せせらぎ公園 門前せせらぎ公園
51 荒川町 切田農村公園 切田農村公園
52 荒川町 荒島農村公園 荒島農村公園
53 荒川町 佐々木農村公園 佐々木農村公園
54 荒川町 海老江農村公園 海老江農村公園
55 神林村 山屋農村公園 山屋農村公園
56 神林村 宿田農村公園 宿田農村公園
57 神林村 松沢農村公園 松沢農村公園
58 神林村 七湊農村公園 七湊農村公園
59 神林村 牛屋農村公園 牛屋農村公園
60 神林村 牧目農村公園 牧目農村公園
61 神林村 下助渕農村公園 下助渕農村公園
62 神林村 塩谷農村公園 塩谷農村公園
63 神林村 高御堂農村公園 高御堂農村公園
64 神林村 大塚農村公園 大塚農村公園
65 神林村 志田平農村公園 志田平農村公園
66 神林村 潟端農村公園 潟端農村公園
67 神林村 上助渕農村公園 上助渕農村公園
68 神林村 九日市農村公園 九日市農村公園
69 神林村 平林農村公園 平林農村公園
70 神林村 小出農村公園 小出農村公園
71 神林村 籠山農村公園 籠山農村公園
72 神林村 桃川農村公園 桃川農村公園
73 神林村 有明農村公園 有明郷清水公園
74 神林村 小岩内農村公園 小岩内農村公園
75 神林村 松喜和農村公園 松喜和農村公園
76 神林村 川部農村公園 川部農村公園
77 神林村 小口川農村公園 小口川農村公園
78 山北町 中浜農村公園 中浜農村公園
79 村上市 耕雲寺森林公園 耕雲寺森林公園
80 村上市 浦田の森森林公園 浦田の森森林公園
81 村上市 岩船夕日の森森林公園 岩船夕日の森森林公園
82 村上市 道玄池いこいの森森林公園 道玄池いこいの森森林公園

83 村上市
岩船すこやかふれあいの森
森林公園

岩船すこやかふれあいの森
森林公園

84 荒川町 荒川町市民福祉の森 あらかわ福祉の森
85 朝日村 虚空蔵グリーンパーク 虚空蔵グリーンパーク
86 朝日村 鳴海森林公園 鳴海森林公園
87 朝日村 二子島森林公園 二子島森林公園
88 村上市 城山児童公園 城山児童公園
89 村上市 三面川東河川公園 三面川東河川公園
90 村上市 諸上寺公園 諸上寺公園
91 村上市 上片町児童公園 上片町児童公園
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92 村上市 村上市運動公園 村上運動公園
93 村上市 村上市鮭公園 村上市鮭公園
94 村上市 岩船運動広場 岩船運動広場
95 村上市 田端町児童公園 田端町児童公園
96 村上市 いこいの森児童公園 いこいの森児童公園
97 村上市 記念公園 記念公園
98 荒川町 前坪公園 前坪公園

99 荒川町
グリーンパークあらかわ総合
運動公園

グリーンパークあらかわ総合
運動公園

100 神林村
神林村総合運動公園
（愛称「パルパーク神林」）

パルパーク神林総合運動公
園

101 神林村 南大平ダム湖公園 南大平ダム湖公園
102 神林村 お幕場・大池公園 お幕場・大池公園
103 神林村 お幕場森林公園 お幕場森林公園
104 村上市 町家広場 町家広場
105 村上市 飯野ふれあい広場 飯野ふれあい広場
106 村上市 田端町ふれあい広場 田端町ふれあい広場
107 村上市 庄内町ふれあい広場 庄内町ふれあい広場
108 村上市 久保多町ふれあい広場 久保多町ふれあい広場
109 神林村 神林村水辺の楽校 神林水辺の楽校
110 神林村 神林村とら堤公園 神林とら堤公園
111 朝日村 高根交流広場 高根交流広場
112 山北町 山北町交流広場 小俣交流広場
113 荒川町 中野水辺公園 中野水辺公園
114 村上市 上の山住宅 上の山住宅
115 村上市 中川原住宅 中川原住宅
116 村上市 希望ヶ丘住宅 希望ヶ丘住宅
117 荒川町 堤下住宅 堤下住宅
118 荒川町 堤下住宅 堤下住宅
119 荒川町 前坪住宅 前坪住宅
120 荒川町 坂町住宅 坂町住宅

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 村上水源地 村上水源地
2 村上市 瀬波着水池 村上瀬波着水池
3 村上市 八幡山配水池 村上八幡山配水池
4 村上市 山居山配水池 村上山居山配水池
5 村上市 浦田山配水池 村上浦田山配水池
6 村上市 愛宕山配水池 村上愛宕山配水池

7 村上市 上海府水源池
上海府・瀬波地区簡易水道
上海府、羽下ヶ渕水源地

8 村上市 柏尾配水池
上海府・瀬波地区簡易水道
柏尾配水池

9 村上市 岩ヶ崎配水池
上海府・瀬波地区簡易水道
岩ヶ崎配水池

10 村上市 柏尾着水池
上海府・瀬波地区簡易水道
柏尾着水池

11 村上市 羽下ヶ渕水源池
上海府・瀬波地区簡易水道
羽下ヶ渕水源地

12 村上市 羽下ヶ渕操作室
上海府・瀬波地区簡易水道
羽下ヶ渕操作室

13 村上市 羽下ヶ渕配水池
上海府・瀬波地区簡易水道
羽下ヶ渕配水池

14 村上市 滝の前配水池
上海府・瀬波地区簡易水道
滝の前配水池

分科会名：　上水道　
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15 村上市 大平配水池
上海府・瀬波地区簡易水道
大平配水池

16 村上市
山辺里地区簡易水道山辺里
第１水源池

山辺里地区簡易水道山辺里
中水源地

17 村上市
山辺里地区簡易水道山辺里
第２水源池

山辺里地区簡易水道山辺里
上水源地

18 村上市
山辺里地区簡易水道山辺里
第１配水池

山辺里地区簡易水道坪根配
水池

19 村上市
山辺里地区簡易水道山辺里
第２配水池

山辺里地区簡易水道山辺里
上配水池

20 村上市
山辺里地区簡易水道山辺里
第３配水池

山辺里地区簡易水道高平配
水池

21 村上市
下渡地区飲料水供給施設下
渡水源池

上海府・瀬波地区簡易水道
下渡水源地

22 村上市
下渡地区飲料水供給施設下
渡配水池

上海府・瀬波地区簡易水道
下渡配水池

23 村上市
上山田地区飲料水供給施設
笹平水源池

上山田地区飲料水供給施設
笹平水源地

24 村上市
上山田地区飲料水供給施設
上山田配水池

上山田地区飲料水供給施設
上山田配水池

25 村上市
大栗田地区飲料水供給施設
大栗田水源池

大栗田地区飲料水供給施設
大栗田水源地

26 村上市
大栗田地区飲料水供給施設
大栗田操作室

大栗田地区飲料水供給施設
大栗田操作室

27 村上市
大栗田地区飲料水供給施設
大栗田配水池

大栗田地区飲料水供給施設
大栗田配水池

28 荒川町 荒川町上水道第1水源地 荒川第1水源地
29 荒川町 荒川町上水道第2水源地 荒川第2水源地
30 荒川町 荒川町上水道第3水源地 荒川第3水源地
31 荒川町 荒川町上水道配水池 荒川配水池

32 荒川町
荒川町上水道運動公園加圧
施設

荒川運動公園加圧施設

33 荒川町 荒川町上水道水道倉庫 荒川水道倉庫
34 神林村 川部浄水場 神林川部浄水場
35 神林村 川部１号井戸 神林川部１号井戸
36 神林村 川部３号井戸 神林川部３号井戸
37 神林村 川部４号井戸 神林川部４号井戸
38 神林村 川部配水池 神林川部配水池
39 神林村 有明浄水場・配水池 神林有明配水場

40 神林村 南大平取水桝
南大平・指合地区簡易水道
取水桝

41 神林村 南大平・指合浄水場
南大平・指合地区簡易水道
浄水場

42 神林村 指合配水池
南大平・指合地区簡易水道
指合配水池

43 神林村 南大平配水池
南大平・指合地区簡易水道
南大平配水池

44 神林村 河内取水桝 河内地区簡易水道取水桝
45 神林村 河内沈砂池 河内地区簡易水道沈砂池

46 神林村 河内浄水場・配水池
河内地区簡易水道浄水場・
配水池

47 朝日村 岩沢水源池 朝日岩沢水源地
48 朝日村 岩沢浄水場 朝日岩沢浄水場
49 朝日村 岩沢低区配水池 朝日岩沢低区配水池
50 朝日村 中野配水池 朝日中野配水池
51 朝日村 早稲田低区配水池 朝日早稲田低区配水池
52 朝日村 小須戸ポンプ場 朝日小須戸ポンプ場
53 朝日村 荒沢配水池 朝日荒沢配水池
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54 朝日村 笹平増圧ポンプ施設 朝日笹平増圧ポンプ施設
55 朝日村 塩野町増圧ポンプ施設 朝日塩野町増圧ポンプ施設
56 朝日村 鵜渡路増圧ポンプ施設 朝日鵜渡路増圧ポンプ施設
57 朝日村 猿沢水源池 朝日猿沢水源地
58 朝日村 猿沢浄水場 朝日猿沢浄水場
59 朝日村 猿沢配水池 朝日猿沢配水池
60 朝日村 関口水源池 朝日関口水源地
61 朝日村 関口浄水場 朝日関口浄水場
62 朝日村 高根簡易水道浄水施設 高根簡易水道浄水施設
63 朝日村 高根簡易水道第１配水池 高根簡易水道第１配水池
64 朝日村 高根簡易水道第２配水池 高根簡易水道第２配水池
65 朝日村 高根簡易水道北大平滅菌室 高根簡易水道北大平滅菌室
66 朝日村 高根簡易水道北大平配水池 高根簡易水道北大平配水池
67 朝日村 蒲萄地区簡易水道浄水施設 蒲萄地区簡易水道浄水施設
68 朝日村 蒲萄地区簡易水道配水池 蒲萄地区簡易水道配水池
69 朝日村 薦川地区簡易水道浄水施設 薦川地区簡易水道浄水施設
70 朝日村 薦川地区簡易水道配水池 薦川地区簡易水道配水池
71 朝日村 小揚地区簡易水道浄水施設 小揚地区簡易水道浄水施設
72 朝日村 小揚地区簡易水道配水池 小揚地区簡易水道配水池

73 朝日村
千縄茎太地区簡易水道浄水
施設

千縄茎太地区簡易水道浄水
施設

74 朝日村 千縄茎太地区簡易水道配水池 千縄茎太地区簡易水道配水池

75 山北町 府屋地区簡易水道水源地 府屋地区簡易水道水源地
76 山北町 府屋地区簡易水道配水池 府屋地区簡易水道配水池
77 山北町 中俣地区簡易水道水源地 中俣地区簡易水道水源地
78 山北町 中俣地区簡易水道小俣配水池 中俣地区簡易水道小俣配水池

79 山北町 中俣地区簡易水道大代配水池 中俣地区簡易水道大代配水池

80 山北町 雷地区簡易水道水源地 雷地区簡易水道水源地
81 山北町 雷地区簡易水道配水池 雷地区簡易水道配水池
82 山北町 八幡地区簡易水道水源地 八幡地区簡易水道水源地
83 山北町 八幡地区簡易水道配水池 八幡地区簡易水道配水池

84 山北町
八幡地区簡易水道加圧ポン
プ場

八幡地区簡易水道加圧ポン
プ場

85 山北町
八幡地区簡易水道水源地
（旧勝木）

八幡地区簡易水道水源地
（旧勝木）

86 山北町
八幡地区簡易水道配水池
（旧勝木）

八幡地区簡易水道配水池
（旧勝木）

87 山北町
八幡地区簡易水道水源地
（八幡上）

八幡地区簡易水道水源地
（八幡上）

88 山北町
八幡地区簡易水道配水池
（八幡上）

八幡地区簡易水道配水池
（八幡上）

89 山北町 朴平地区簡易水道水源地 朴平地区簡易水道水源地
90 山北町 朴平地区簡易水道配水池 朴平地区簡易水道配水池
91 山北町 中継地区簡易水道水源地 中継地区簡易水道水源地
92 山北町 中継地区簡易水道配水池 中継地区簡易水道配水池
93 山北町 山熊田地区簡易水道水源地 山熊田地区簡易水道水源地
94 山北町 山熊田地区簡易水道配水池 山熊田地区簡易水道配水池
95 山北町 荒川地区簡易水道水源地 荒川地区簡易水道水源地
96 山北町 荒川地区簡易水道配水池 荒川地区簡易水道配水池
97 山北町 中津原簡易水道水源地 中津原簡易水道水源地
98 山北町 中津原簡易水道配水池 中津原簡易水道配水池
99 山北町 北中地区簡易水道水源地 北中地区簡易水道水源地
100 山北町 北中地区簡易水道配水池 北中地区簡易水道配水池

101 山北町
大毎・大沢地区簡易水道水
源地

大毎・大沢地区簡易水道水
源地

102 山北町
大毎・大沢地区簡易水道大
毎配水池

大毎・大沢地区簡易水道大
毎配水池
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103 山北町
大毎・大沢地区簡易水道大
沢水源地

大毎・大沢地区簡易水道大
沢水源地

104 山北町
大毎・大沢地区簡易水道大
沢配水池

大毎・大沢地区簡易水道大
沢配水池

105 山北町 寒川地区簡易水道水源地 寒川地区簡易水道水源地
106 山北町 寒川地区簡易水道寒川配水池 寒川地区簡易水道寒川配水池

107 山北町 寒川地区簡易水道越沢着水池 寒川地区簡易水道越沢着水池

108 山北町 寒川地区簡易水道越沢配水池 寒川地区簡易水道越沢配水池

109 山北町 今川地区簡易水道水源地 今川地区簡易水道水源地
110 山北町 今川地区簡易水道配水池 今川地区簡易水道配水池

111 山北町
板貝地区飲料水供給施設水
源地

板貝地区飲料水供給施設水
源地

112 山北町
板貝地区飲料水供給施設配
水池

板貝地区飲料水供給施設配
水池

113 山北町 桑川地区簡易水道水源地 桑川地区簡易水道水源地
114 山北町 桑川地区簡易水道配水池 桑川地区簡易水道配水池

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市
瀬波地区農業集落排水処理
施設

瀬波地区農業集落排水処理
施設

2 村上市
山辺里地区農業集落排水処
理施設

山辺里地区農業集落排水処
理施設

3 村上市
相川地区農業集落排水処理
施設

相川地区農業集落排水処理
施設

4 荒川町
海老江地区農業集落排水処
理施設

海老江地区農業集落排水処
理施設

5 神林村
西神納処理区農業集落排水
処理施設

西神納処理区農業集落排水
処理施設

6 神林村
南大平処理区農業集落排水
処理施設

南大平処理区農業集落排水
処理施設

7 神林村
東神納処理区農業集落排水
処理施設

東神納処理区農業集落排水
処理施設

8 神林村
神納処理区農業集落排水処
理施設

神納処理区農業集落排水処
理施設

9 朝日村
蒲萄地区農業集落排水処理
施設

蒲萄地区農業集落排水処理
施設

10 朝日村
高根地区農業集落排水処理
施設

高根地区農業集落排水処理
施設

11 朝日村
茎太地区農業集落排水処理
施設

茎太地区農業集落排水処理
施設

12 朝日村
三面地区農業集落排水処理
施設

三面地区農業集落排水処理
施設

13 山北町
寝屋処理区漁業集落排水処
理施設

寝屋処理区漁業集落排水処
理施設

14 山北町
中浜処理区農業集落排水処
理施設

中浜処理区農業集落排水処
理施設

15 山北町
越沢処理区農業集落排水処
理施設

越沢処理区農業集落排水処
理施設

16 山北町
中継処理区農業集落排水処
理施設

中継処理区農業集落排水処
理施設

17 村上市 村上浄化センター 村上浄化センター
18 村上市 瀬波第一中継ポンプ場 瀬波第一中継ポンプ場
19 村上市 瀬波第二中継ポンプ場 瀬波第二中継ポンプ場
20 村上市 岩船汚水中継ポンプ場 岩船汚水中継ポンプ場
21 村上市 泉町ポンプ場 泉町ポンプ場

分科会名：下水道
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22 荒川町
荒川町公共下水道荒川浄化
センター

荒川浄化センター

23 荒川町 羽ケ榎中継ポンプ場 羽ケ榎中継ポンプ場
24 神林村 平林浄化センター 平林浄化センター
25 朝日村 朝日浄化センター 朝日浄化センター
26 山北町 府屋浄化センター 府屋浄化センター
27 山北町 桑川浄化センター 桑川浄化センター
28 山北町 寒川浄化センター 寒川浄化センター
29 山北町 黒川俣浄化センター 黒川俣浄化センター
30 山北町 今川浄化センター 今川浄化センター
31 山北町 八幡浄化センター 八幡浄化センター
32 山北町 下水道管理センター 山北下水道管理センター

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 朝日村 小川小学校教員住宅 長津教員住宅
2 山北町 勝木教員住宅 勝木教員住宅
3 山北町 大川谷教員住宅 大川谷教員住宅
4 村上市 村上市立村上小学校 村上市立村上小学校
5 村上市 村上市立村上南小学校 村上市立村上南小学校
6 村上市 村上市立岩船小学校 村上市立岩船小学校
7 村上市 村上市立瀬波小学校 村上市立瀬波小学校
8 村上市 村上市立山辺里小学校 村上市立山辺里小学校
9 村上市 村上市立門前谷小学校 村上市立門前谷小学校
10 村上市 村上市立上海府小学校 村上市立上海府小学校
11 荒川町 保内小学校 村上市立保内小学校
12 荒川町 金屋小学校 村上市立金屋小学校
13 神林村 平林小学校 村上市立平林小学校
14 神林村 砂山小学校 村上市立砂山小学校
15 神林村 西神納小学校 村上市立西神納小学校
16 神林村 神納小学校 村上市立神納小学校
17 神林村 神納東小学校 村上市立神納東小学校
18 朝日村 小川小学校 村上市立小川小学校
19 朝日村 三面小学校 村上市立三面小学校
20 朝日村 朝日みどり小学校 村上市立朝日みどり小学校
21 朝日村 猿沢小学校 村上市立猿沢小学校
22 朝日村 塩野町小学校 村上市立塩野町小学校
23 山北町 山北町立さんぽく北小学校 村上市立さんぽく北小学校
24 山北町 山北町立さんぽく南小学校 村上市立さんぽく南小学校
25 村上市 村上市立村上第一中学校 村上市立村上第一中学校
26 村上市 村上市立村上東中学校 村上市立村上東中学校
27 村上市 村上市立岩船中学校 村上市立岩船中学校
28 荒川町 荒川中学校 村上市立荒川中学校
29 神林村 平林中学校 村上市立平林中学校
30 神林村 神納中学校 村上市立神納中学校
31 山北町 山北町立山北中学校 村上市立山北中学校
32 朝日村 朝日中学校 村上市立朝日中学校

33 村上市 村上市教育支援センター
教育支援センターふれあい
ルーム

34 朝日村 ふれあい教室ひまわり 教育支援センターひまわり

35 村上市
村上市学校給食岩船共同調
理場

岩船学校給食共同調理場

36 荒川町
荒川町学校給食保内共同調
理場

保内学校給食共同調理場

37 朝日村 高南共同調理場 高南学校給食共同調理場
38 朝日村 塩野町共同調理場 塩野町学校給食共同調理場

分科会名：学校教育
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39 山北町 山北町学校給食センター 山北学校給食共同調理場
40 広域 村上岩船障害児教育相談室 村上市ことばとこころの相談室

Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 朝日村 なし 村上市中央公民館
2 村上市 村上市中央公民館 村上地区公民館
3 荒川町 荒川町公民館 荒川地区公民館
4 神林村 なし 神林地区公民館
5 朝日村 朝日村公民館 朝日地区公民館
6 山北町 山北町公民館 山北地区公民館
7 村上市 村上市岩船地区公民館 村上地区公民館岩船分館
8 村上市 村上市瀬波地区公民館 村上地区公民館瀬波分館
9 村上市 村上市山辺里地区公民館 村上地区公民館山辺里分館
10 村上市 村上市上海府地区公民館 村上地区公民館上海府分館
11 朝日村 朝日村総合文化会館 村上市総合文化会館
12 村上市 村上市三の丸記念館 村上市三の丸記念館

13 山北町
山北町総合コミュニティセン
ター

山北コミュニティセンター

14 広域 岩船広域図書館 村上市立中央図書館
15 朝日村 朝日村図書館 村上市立朝日図書館
16 荒川町 荒川町公民館図書室 村上市立荒川図書室

17 神林村
神林村図書室（農村環境改
善センター内）

村上市立神林図書室

18 山北町 山北町公民館図書室 村上市立山北図書室
19 広域 岩船広域教育情報センター 村上市教育情報センター
20 広域 村上岩船視聴覚ライブラリー 村上市視聴覚ライブラリー
21 広域 村上地区理科教育センター 村上市理科教育センター

22 朝日村 なし
朝日地区子ども体験活動支
援センター

23 村上市 なし
村上地区子ども体験活動支
援センター

24 山北町 なし
山北地区子ども体験活動支
援センター

25 神林村 なし
神林地区子ども体験活動支
援センター

26 荒川町
荒川町子ども体験活動支援
センター

荒川地区子ども体験活動支
援センター

27 村上市
村上市青少年健全育成ルー
ム

村上市青少年健全育成セン
ター

28 村上市 村上市勤労青少年ホーム 村上市勤労青少年ホーム
29 朝日村 朝日村猿田川野営場 猿田川野営場
30 村上市 村上市郷土資料館 村上市郷土資料館
31 村上市 村上歴史文化館 村上歴史文化館
32 朝日村 朝日村大須戸能舞台 大須戸能舞台
33 朝日村 縄文の里・朝日 縄文の里・朝日
34 山北町 山北町民会館 さんぽく会館
35 朝日村 長津研修センター 長津研修センター
36 村上市 重要文化財若林家住宅 重要文化財若林家住宅
37 村上市 旧成田家住宅 旧成田家住宅
38 村上市 旧岩間家住宅 旧岩間家住宅
39 村上市 旧嵩岡家住宅 旧嵩岡家住宅
40 村上市 旧藤井家住宅 旧藤井家住宅

分科会名：社会教育

分科会名：社会体育
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Ｎo.
市町村
等名

現在の名称
新市での名称案
（または暫定名称）

新市での愛称案
（または
暫定名称）

1 村上市 村上市村上体育館 村上体育館
2 荒川町 荒川町総合体育館 荒川総合体育館

3 神林村
神林村総合運動公園（総合
体育館）

神林総合体育館
パルパーク神林
総合体育館

4 朝日村 朝日村総合体育館 朝日総合体育館
5 山北町 山北町総合体育館 山北総合体育館
6 村上市 村上市営野球場 村上球場

7 荒川町
グリーンパークあらかわ総合
運動公園（野球場）

荒川球場
グリーンパーク
荒川球場

8 神林村 神林村総合運動公園（球場） 神林球場
パルパーク神林
球場

9 朝日村 朝日村野球場 朝日球場
10 山北町 山北町町営野球場 山北球場
11 村上市 村上市営テニスコート 天神岡テニスコート
12 村上市 村上市瀬波テニスコート 瀬波テニスコート
13 村上市 村上市二之町テニスコート 二之町テニスコート

14 荒川町
グリーンパークあらかわ総合
運動公園（テニスコート）

荒川テニスコート
グリーンパーク
荒川テニスコート

15 朝日村 朝日村テニスコート 朝日テニスコート
16 山北町 テニスコート 山北テニスコート

17 荒川町
グリーンパークあらかわ総合
運動公園（多目的競技場）

荒川多目的グラウンド

18 神林村
神林村総合運動公園（多目
的グラウンド）

神林多目的グラウンド
パルパーク神林多
目的グラウンド

19 朝日村 朝日村多目的運動場 朝日多目的グラウンド
20 山北町 山北町多目的運動広場 山北多目的グラウンド
21 村上市 山辺里ゲートボール場 山辺里ゲートボール場
22 村上市 下渡大橋ゲートボール場 下渡大橋ゲートボール場

23 荒川町
グリーンパークあらかわ総合
運動公園（ゲートボール場）

荒川ゲートボール場
グリーンパーク荒
川ゲートボール場

24 神林村
神林村総合体育館（ゲート
ボール場）

神林ゲートボール場
パルパーク神林
ゲートボール場

25 神林村 北新保運動公園 北新保ゲートボール場
26 朝日村 朝日ゲートボール場 朝日ゲートボール場
27 荒川町 温水プール 荒川温水プール

28 神林村
神林村総合運動公園（水泳
プール）

神林プール
パルパーク神林
プール

29 村上市 村上市弓道場 村上市弓道場
30 村上市 村上市山辺里体育館 山辺里体育館
31 村上市 村上市上海府体育館 上海府体育館
32 神林村 神林村民体育館 西神納体育館
33 神林村 神納体育館 神納体育館
34 朝日村 長津体育館及びグランド 長津体育館・グラウンド
35 朝日村 茎太体育館及びグランド 茎太体育館・グラウンド
36 朝日村 高根体育館及びグランド 高根体育館・グラウンド
37 朝日村 塩野町体育館及びグランド 塩野町体育館・グラウンド

38 山北町
小俣ふるさとふれあいセン
ター体育館・グラウンド

小俣ふるさとふれあいセンター

39 山北町
雷ふるさとふれあいセンター
体育館・グラウンド

雷ふるさとふれあいセンター

40 山北町
中継ふるさとふれあいセン
ター体育館・グラウンド

中継ふるさとふれあいセンター

41 山北町
山熊田ふるさとふれあいセン
ター体育館・グラウンド

山熊田ふるさとふれあいセン
ター
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42 山北町
北中ふるさとふれあいセン
ター体育館・グラウンド

北中ふるさとふれあいセンター

43 山北町
寒川ふるさとふれあいセン
ター体育館・グラウンド

寒川ふるさとふれあいセンター

44 山北町
桑川ふるさとふれあいセン
ター体育館・グラウンド

桑川ふるさとふれあいセンター

45 神林村 神林村多目的運動広場 神納東運動広場
46 村上市 岩船運動広場 岩船運動広場
47 村上市 多目的グラウンド 村上多目的グラウンド
48 村上市 三面川東河川公園 三面川東河川公園
49 朝日村 朝日村山村広場 朝日山村広場
50 山北町 山北町ふるさと広場 山北ふるさと広場
51 山北町 山北町ピクニック広場 山北ピクニック広場
52 山北町 児童遊園広場 山北児童遊園広場
53 山北町 山北町サイクリングロード 山北サイクリングロード
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