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福山駅周辺再生プロジェクト愛称募集要項 

１ 趣旨  

福山市では，官民が連携して福山駅周辺のエリアを，居心地が良く歩きたくなるまちなか

に転換していくウォーカブルなまちづくりを進めています。 

今後，ウォーカブルなまちづくりによって大きく変わろうとする福山駅周辺の４つのエ

リア（福山城周辺エリア，伏見町周辺エリア，三之丸町周辺エリア，中央公園周辺エリア）

を再生するプロジェクトの総称として，市民に愛され，誇りを感じられるようなネーミング

（愛称）を募集します。 

 

２ 愛称決定までの流れ  

2022 年 10/25 愛称募集 開始 

 11/28 愛称募集 締切 

 12 月上旬 最終候補の選定 

 12/22 投票 開始 

2023 年 1/30 投票 締切 

 2 月中旬 愛称決定・公表 

※予定であり今後変更する場合があります。 

 

３ 愛称の募集について  
 

 募集期間  

２０２２年（令和４年）１０月２５日（火）から１１月２８日（月）まで（応募は終了し

ました） 

 

 応募資格  

・個人，法人，グループを問わず誰でも応募できます。ただし，未成年者については，保護

者等の同意を得たうえで応募してください。 

・１人（法人・グループ）３点まで応募できます。４点目以上の応募分は無効とします。 

 

 募集内容  

このたび募集する愛称は，福山駅前再生ビジョンや福山駅周辺デザイン計画に基づくウ

ォーカブルなまちづくりが進められている駅周辺の４つのエリア（福山城周辺エリア，伏見

町周辺エリア，三之丸町周辺エリア，中央公園周辺エリア）で進むプロジェクトの総称(※)

です。これから大きく変わろうとしている福山駅周辺エリアが，将来にわたって広く市民に

愛され，誇りを感じられるような愛称を募集します。 

 

※プロジェクトの総称の例：岩手県紫波町の紫波中央駅前における「オガール」プロジェク

ト，愛知県岡崎市の中心市街地における「QURUWA（くるわ）」プロジェクト，福岡県福
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岡市の天神地区における「天神ビッグバン」プロジェクトなど 

 

 対象エリア（駅周辺の４つのエリア）  

 

 

 応募方法  

①インターネット，②応募箱への投かん，③郵送，④直接提出の４つの方法で応募できま

す。（応募は終了しました） 

 

⇒① ネットから応募  

市ホームページから応募フォームにアクセスして応募してください。（応募は終了しました） 

 

⇒② 応募箱に投かんして応募  

次の場所に応募用紙と応募箱を設置します。応募用紙に記入のうえ，応募箱に投かんして

ください。応募用紙は市ホームページからもダウンロードできます。（応募は終了しました） 

設置場所 設置期間 

市役所本庁舎１階市民ホール 

北部支所 

東部支所 

神辺支所 

2022 年 10 月 25 日～11 月 28 日 
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まなびの館ローズコム１階エントランス 

松永支所 2022 年 11 月 7 日～11 月 28 日 

福山市まちづくりサポートセンター 2022 年 11 月 4 日～11 月 28 日 

 

⇒③ 郵送により応募  

応募用紙に必要事項を記入し，１１月２８日（月）まで（必着）に末尾の事務局宛に郵送

してください。郵送に係る送料は応募者の負担とします。（応募は終了しました） 

 

⇒④ 直接提出により応募  

応募用紙に必要事項を記入し，１１月２８日（月）１７時１５分までに末尾の事務局に直

接お持ちください。（応募は終了しました） 

 

 留意事項  

・採用された愛称に関する一切の権利は福山市に帰属します。 

・愛称は同じ読み方でも，漢字，ひらがな，カタカナ，アルファベット等で表記が異なる場

合は別のものとして扱います。 

・採用された愛称は，一部変更して使用させていただく場合があります。 

・既に他のエリア等の愛称として使用されていないもの，著作権や商標権等を侵害していな

いものを応募してください。 

・採用された愛称は，広く広報活動等に使用します。また，民間事業者が福山駅前再生ビジ

ョン等の実現を目的として対象エリア内でイベント等を行う際，採用された愛称を使用

することを認めるものとします。 

・応募者の個人情報は，今回の愛称募集・決定に関する事務のみに使用します。 

・愛称の公表にあたり，採用された方の名前（ふりがな），住所（市区町村まで），愛称の意

味・考えた理由を公表します。 

 

４ 最終候補の選定  

応募のあった中から，次の視点をもとに，福山駅前デザイン会議の構成員及びアドバイザ

ーの意見を踏まえ，最終候補を選定します。 

・将来にわたって長く市民に愛されるもの 

・対象エリアの特徴（歴史的な背景やエリア内で進むウォーカブルなまちづくりなど）を反

映したもの 
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５ 投票の詳細，愛称の決定・公表  

応募のあった作品の中から次のものを最終候補として選定しました。この中から採用作

品を決めるための投票を行います。投票は一人一票です。（個人，法人，グループを問わず

誰でも投票可） 

 愛称 よみ 意味・理由 
1 サウザンドローズ さうざんどろ

ーず 
資料を参照ください。 
（QR コードから 
確認してください。） 
 

2 SETONIWA せとにわ 瀬戸内海が多くの人が訪れる観光地として
注目されています。 
瀬戸の単語を使って，瀬戸内海に来る方のお
庭のような場所になるよう名付けました。 

3 Toko Toko とことこ ウォーカブルな駅前ということで，歩く様を
表す擬態語のうち，親しみやすい”とことこ”
をアルファベットにしました。 

4 FUKUNIWA ふくにわ 福山に住んでいる方，福山へ帰ってくる方，
始めて福山にくる方，全ての方に福をもたら
す庭の様に皆で育てる場所になりたいと思
い，お庭という言葉を使って名付けました。 

5 ふくまち ふくまち ふくまち 
福山の街から，ふくまち 
福を待つから，ふくまち 
（未来への希望のような） 
新しい風が吹く街。 
（若い子達が色々な事に挑める街に） 
できれば，服街にもなって欲しい。良い服が
ないからと福山ではなく隣県や広島市の方
まで服を買いに行くなんて話を聞きます。尾
道がレトロオシャレなら，福山は最先端のオ
シャレな街になって欲しい。 
－－－－－ 
ふくまちは幸福な時間を過ごせる場所，福山
の駅前で大切な人と待ち合わせる場所をイ
メージして愛称を考えました。 

6 福山城下町（project） ふくやまじょ
うかまち 

歩いて楽しく居心地がいいウォーカブルな
福山の街づくりという視点で考えたとき福
山城築城 400 年，また鞆の浦の街並みを思い
浮かべた。 
その昔，この地域にいた方々は，さまざまな
問屋や商店が立ち並ぶ街並みを着物を着て，
売る側買う側の垣根もなく笑顔活気が溢れ
る城下町だったんだろうなと。 
そんな古き良き城下町 
築城 400 年を機に，城下町の活気を再び，と
いう意味で『福山城下町 project』にしました。
※言いやすさ次第で『城下町 project』のどち
らか 
凝った横文字よりも『城下町』という一言で
描くイメージがパッと湧く，皆同じイメージ
が湧きやすいと思うので皆で同じ方向に向
かっていきやすいかなと。 
そして，歴史ある福山城の，記念すべき築城
400 年のタイミングだからこその名前にした
かった。 
－－－－－ 
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城があるにもかかわらずこれまで表現され
ていなかった城下町を築城 400 年を機に意
識しながら新たなまちづくりをスタートす
る意味を込めて考えました。 

7 MEGURU 福山 めぐるふくや
ま 

ウォーカブルなまちづくりをめざすという
ことで，思わず歩いて巡りたくなるような名
前を考えました。また，福山という名前にあ
るように，「福が巡る」街になるという意味も
込めました。 

8 YOTTE よって ・エリアに「寄って」の意味 
・「よって」→方言で選りすぐって，選んでの
意味を込めて，市内外から選んできてもらえ
る場所にの意味をこめて 
・アルファベット表記でＹが人が手をあげて
人を呼んでる様子，O が広場，T が，引き寄
せられる人を表す 

9 ループ（プロジェク
ト） 

るーぷ 循環という意味があります。 
福山駅周辺の地域が輪になっていくことで，
人の往来が街を巡るイメージ 
輪という意味があります 
地域が繋がっていき，輪となり笑顔が拡がり
街を循環していくイメージ 
ワクワクしながら巡って交流が生まれる活
気あふれ魅力ある福山駅前地域が共創され
ます 

（あいうえお順） 

 ※同じ読み方でも，漢字，ひらがな，カタカナ，アルファベット等で表記が異なる場合は

別のものとして扱っています。 

 

 投票方法   

①インターネット，②投票箱への投かん，③郵送，④直接提出の４つの方法で投票できま

す。 

⇒① ネットから投票  

 市ホームページから投票フォームにアクセスして投票してください。 

 市ホームページはこちら 

 (URL) https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/ekisyuuhensaisei/277068.html 

 

 

 

 

  

市 HP_愛称投票ページ 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/ekisyuuhensaisei/277068.html
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/ekisyuuhensaisei/277068.html
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⇒② 投票箱に投かんして投票  

 次の場所に投票用紙と投票箱を設置します。投票用紙に記入のうえ，投票箱に投かんして

ください。投票用紙は市ホームページからもダウンロードできます。 

設置場所 設置期間 

市役所本庁舎１階市民ホール 

松永支所 

北部支所 

東部支所 

神辺支所 

福山市まちづくりサポートセンター 

2022 年 12 月 22 日～2023 年 1 月 30 日 

 

⇒③ 郵送により投票  

 投票用紙に記入のうえ，２０２３年（令和５年）１月３０日（月）まで（必着）に末尾の

事務局宛に郵送してください。郵送に係る送料は投票者の負担とします。 

 

⇒④ 直接提出により投票  

 投票用紙に記入のうえ，２０２３年（令和５年）１月３０日（月）１７時１５分までに末

尾の事務局に直接お持ちください。 

 

 投票期間  

 ２０２２年（令和４年）１２月２２日（木）から 

 ２０２３年（令和５年） １月３０日（月）まで 

 

 愛称の決定・公表  

 愛称の決定・公表は２０２３年（令和５年）２月中旬を予定しています。採用された愛称，

読み，意味・考えた理由，応募者の名前・住所（市区町村まで）（ただし，名前等の公表を

希望しない場合は除く。）及び投票結果は市ホームページ等でお知らせします。 

 採用された愛称の応募者には，公表の前に電話等により連絡します。その際に名前等の公

表の可否を確認します。 

 採用された応募者や最終候補に選定された応募者と連絡が取れない場合など記念品を送

付することができないときは，記念品の贈呈を取り止めることがあります。 

 

６ 賞品  

採用された愛称の応募者には，記念品（３万円相当）をお贈りします。ただし，該当者が

複数名いる場合は，人数により均等割します。 

最終候補に選定された愛称の応募者（採用された応募者を除く。）にも記念品をお贈りし

ます。 
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７ 事務局  

７２０－８５０１ 広島県福山市東桜町３番５号 

福山市 建設局 福山駅周辺再生推進部 福山駅周辺再生推進課（本庁舎１１階） 

電話 ／ ０８４－９２８－１０９４ 

メール ／ ekishuhen-saisei@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

＜改定履歴＞ 

2022.11.11 応募用紙及び応募箱の設置場所を追加（P.3） 

2022.12.21 「2 愛称決定までの流れ」を修正（P.1） 

2022.12.20 「5 投票の詳細，愛称の決定・公表」を修正（P.4～） 
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