
No. 応募作品 作品説明 得票数 委員意見 委員

テーマとなっている「人」をわかりやすく表現
しており、全体としてやわらかい印象を与え
親しみやすいものとなっている。

進藤委員

やさしい感じが良い。説明にはありません
が、緑色は枝豆、若ごぼうを、薄茶色はい
ちょうをイメージ？（青色はよくわかりません
が）

丹波委員

人（家族）が支え合い、つながっている感じが
する。

油谷委員

・単純にかわいらしい。
・若い世代からご年配まで受け入れられるロ
ゴかと思う。
・人々が笑顔で寄り添っている感じが伝わ
り、テーマにも則しているかと思う。

林委員

「まちは人、やおは人」の文字。
「自然の山々」「踊る人々」「人々の連なり」を
イメージさせる。
「擬人化」されて親しみやすく愛着がわく。

後藤委員

テーマに沿っており、またすべての世代の人
にわかりやすいデザインになっている。

中田委員

世代に関係なく親しみやすいやさしいデザイ
ンだと思ったため

和泉委員

八尾に対して怖いというイメージを持っている
方が多いというデータがあり、親しみが湧くよ
うな可愛いロゴがいいのではないかと思った
から。

野村委員

親しみ易いイラスト、温かい色合い、八尾市
のマークが詰め込まれていて八尾市への愛
が感じられます。

山本委員

作品説明にもあるが、キャラクターを取り入
れており、様々なプロモーション活動への展
開が可能である。

進藤委員

シンプルでわかりやすく、キャラクター自体か
わいらしいので。

丹波委員

親しみやすさと躍動感にあふれているため 清水委員

明るく親しみやすいロゴである。 佐々木委員

こどもから高齢者まで親しみをもつことができ
ると思う。さらに人が歩き出しているデザイン
であるため、八尾市がこれから先も良い方向
に向かうことができるイメージできると思い選
定。

増田委員

親しみやすく、インパクトがある。
躍動感もあり、テーマに沿っている。

中田委員

八尾の立地を組み込み、色鮮やかで、躍動
感あふれるデザイン。元気で明るいイメージ
が良く表せている。

田口委員

親しみやすい感じで、メッセージも伝わりやす
い。

丹波委員

ポップで明るいイメージが今後の八尾市に
合っている。

油谷委員

力強く発信力を感じる。 佐々木委員

八尾に対して怖いというイメージを持っている
方が多いというデータがあり、親しみが湧くよ
うな可愛いロゴがいいのではないかと思った
から。
また、男女問わず使えそう。

野村委員

明るく元気そう。 川野委員

Tシャツのエンブレムやバックプリントに合い
そうな感じがする。

油谷委員

シンプルに躍動感を表し、人がテーマである
ことをアピールできている。

清水委員

躍動感があるロゴマークであるため、八尾市
民が元気であり、活動的であり、活き活きとし
たまちをイメージできると思い選定。

増田委員

シンプルであるが、それゆえにわかりやすい
デザインである。また、カラーを変えてバリ
エーションを楽しむことができる。

中田委員

シンプルだが八尾の元気の良さが伝わると
思ったため

和泉委員

6

希望の太陽輝く高安山、大阪平野、大和・長瀬・玉串川を背
景に協働、共生の市民（男女）、八尾空港、河内音頭のふる
さと、なごみあい、ささえあい、たすけあいのあい（愛）を心緩
やかな「ハート」として、自然、歴史、文化、産業、観光誇る人
もの情報を国の内外に魅力発信するシティプロモーション
「まちは人　やおは人」の明るく元気な姿を広く親しみ愛され
るように少しキャラクター的にデザインした。

8

八尾市の「八」と「人」の字をモチーフにして
人との交流で築くみんなにやさしい住み良い八尾市の姿を
市民の「人」の字を重ね合わせて､魅力発信・笑顔の八尾市
で謳いあげています。地域(市民)とのふれあいは心もあった
か･･････
街中に優しい笑顔の輪(和)が広がります。

18

7

八尾は河内音頭をはじめ、豊かな歴史遺産や伝統行事、四
季を彩る自然、高度な技術力が結集されたものづくりなど、
さまざまな地域資源の宝庫です。平成30年度に市制70周年
を迎えられるのは、これまで八尾の市民や地域団体、民間
事業者など「人」の活躍があったからこそです。「人」はまち
づくりの要、財産、星です。そんな八尾を支えていただいてい
る一人ひとりが、八尾のまちとともに輝き、発展していけるよ
う、そしてもっと八尾のまちを愛してもらえるよう願いを込め
てロゴマークを作成しました。「人」はまちづくりの要、財産、
星というところから、ロゴマークは「人」という字をあしらった
星型のキャラクターを中心に添えたデザインにしました。
マークに動きをつけることで、まちの発展や八尾で活躍する
人の元気さ・躍動感を表現しています。単色やモノクロ、縮
尺の変更に対応しており、キャラクター単体でも使用可能で
すので、バリエーションを作ればどんな場面にも対応できま
す。マークにキャラクターを取り入れた理由は、今後の八尾
市のシティプロモーション活動を見据え、着ぐるみやノベル
ティ、グッズ等への展開、市のイメージアップ、ソーシャルメ
ディアとの親和性の高さなど、八尾のまちの魅力を伝える際
に効果的だと考えたからです。誰からも愛され、親しまれる
ロゴマークに育つよう、そして八尾の魅力発信に寄与できれ
ばと願っております。

36
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平成29年度　八尾市シティプロモーション推進「魅力発信」ロゴマーク
市民投票候補作品　事前選定結果
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5

八尾の頭文字「Y」をモチーフに、街を愛する市民のつながり
や支え合う市民力、地域力「人」の躍動感で表現。「Y」＝
「人」がテーマである「まちは人　やおは人」をイメージしてい
ます。
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シンプルにテーマがわかり易くバランスが良
い。

佐々木委員

八尾に対して怖いというイメージを持っている
方が多いというデータがあり、親しみが湧くよ
うな可愛いロゴがいいのではないかと思った
から。
また、家族の温かみも感じられいいと思いま
した。

野村委員

八尾市の花をＰＲ出来る。 川野委員

人というテーマに相応しく、色彩も美しい。
デザインも非常に良いと思われます。

山本委員

・「人」をつなげて、「祭みこし」の形としたデザ
インが秀逸。
・デザインがシンプルかつカラフルであり、他
のロゴと比較しても目立っていた。
・作品説明にある５個の色の説明を読めば八
尾の魅力が伝わる内容になっていて良い。

林委員

色使い、躍動感、シンプルさ 和田会長

八尾及び八尾の人々の元気のいい伸び伸び
さを表している。

清水委員

・「八尾河内音頭まつり」を全面に押し出して
おり、シンプルで分かりやすい。
・ギネス記録の認定を受けた八尾河内音頭
まつりをシティプロモーションに使わない手は
ない。
・一致団結してギネス記録を達成した八尾の
人たちの熱い思いや、団結力が伝わる温か
みのある色味に反映されていて良い。

林委員

河内音頭をＰＲ出来る。 川野委員

八の字をモチーフにしたデザインとしては良く
出来ている。支え合う笑顔も良い。作品説明
にはないが、特産の枝豆を連想させるデザイ
ン。色使いも落ち着いていて良い。

田口委員

八尾市の「八」をベースに「笑顔」の組み合わ
せが良い。
「YAO CITY」の文字。
「盆踊りの手の動き」「枝豆」を連想させる。

後藤委員

人という字がデザインされている点、親しみ
のある点が良いと思います。

山本委員

あたたかさが伝わるデザインだと思ったため 和泉委員

10

八尾の木であるイチョウと八尾の枝豆のイメージで「Yao」と
いうロゴにしました
「Y」はひっくり返すと「人」に見えるので最後に入れました
今回の募集内容にあった「まちづくり」「人」「次世代へ繋げ
る」などから「人がつなぐ町づくり」としました

1

八尾の木である「イチョウ」を元にしたデザイ
ン
優しい色使いとデザインと「八尾市」の文字、
「人がつなぐ町づくり」という未来へのテーマ
を示している。

後藤委員

19

八尾市のイニシャル「Y」、「生き生きとした人の姿」「輝く太
陽」をモチーフにデザイン化しました。全体で、まちを愛する
市民のつながりや支えあいの市民力、地域力、その「人」の
活躍によって発展していく八尾市をシンプルで親しみやすく
シンボライズし「市魅力発信」のロゴマークとしました。

1
テーマである「人」と、「八尾市」の両方がシン
プルに表されている。また、英語表記もあり、
国際的なアピールにもなる。

進藤委員

2

「八尾市のシティープロモーション推進」の「魅力発信」のロ
ゴマークでテーマの「まちは人やおは人」の感じの「人」のモ
チーフに若い男女の笑顔。人が集い、住み続けたいと思える
まちとなるよう、まちを愛する市民のつながり支えあいを描い
ています。

50

2
八尾市の「八」をベースに笑顔を組み合わせました。市民の
つながりや支えあい、色とりどりの魅力発信と、まちと人の
今後の発展性をイメージしました。

41

2

コンセプトは「人」です。漢字の「人」をモチーフにしています。
5個の「人」をつなげて、「祭りみこし」の形になるようにデザイ
ンしました。赤色は「祭り」を、黄色は八尾市の木・花「いちょ
う・菊」を、桃色は「玉串川の桜並木」を、緑色は「八尾えだま
め」「八尾若ごぼう」を、青色は「長瀬川沿いのアジサイ」をイ
メージし、配色しました。

5

2
沢山の人達に触れあえる楽しさ、温かさを八尾の伝統ある
河内音頭を通して伝えたい、と思い、『八尾河内音頭まつり』
をイメージして制作しました。

32

3

八尾市魅力発信の頭文字「Y」をモチーフに、市の花「菊花」
と市民の交流を笑顔で表し、多様な市行政施設の連携によ
る絆と魅力発信をイメージしています。豊かな自然に抱か
れ、市民に愛され、親しまれ、安心・信頼され、市制70周年
の機運のを節目に「まちは人　やおは人　魅力発信」の活気
に溢れる[八尾市]の更なる飛躍・発展・繁栄する輝かしい未
来像を力強くアピールしています。

11

2

紺色は八尾（YAO）の頭文字Yをモチーフに、大きくてを拡げ
元気よく伸び伸びと明日に向って歩んでゆく、八尾の人々を
イメージしています。緑色は八尾の人・市民・団体・地域が未
来に続く次の世代に向って発展していく様を作画していま
す。大いに頑張ってください。応援しています。

14
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26
頭文字＝「八」をモチーフとして市民が高齢者も若者もお互
い温かな心をもって仲良く、未来に向かって明るく、楽しく元
気で生きていく住み良い市をイメージとしました。

1
人と人が寄り添って、支え合うイメージが伝
わってくる。ピンクのハートが優しいイメージ
で包んでいる所が良い。

田口委員

38

魅力あふれる住みよいまち、八尾を市の花である菊と市の
木であるいちょうの葉で表現し、八尾の地で次世代を担うひ
とりひとりが家族を育み、みんなで発展していくイメージで制
作しました。

1

自然が残る魅力と家族が住みやすいまちと
いうイメージができる。若い世代はいずれ家
族を持つと思うため、家族が安心して暮らす
まちは大いに魅力的ではないかと思い選定。

増田委員

40

テーマが「まちは人　やおは人」とあることから、「人」という部
分をうまく用いて活かすことを目指してアイデアを考えていき
ました。結果、「人」という漢字の文字のみ、25個（＝8個×3
＋1個）の組み合わせで図案を作成するに至りました。図案
のパーツ一つ一つをよく見てみると、「人」という漢字になっ
ています。たくさんの人が互いに連なって輪になり、「八尾」と
いう街をつくっていること、また、互いに支え合いながらも、外
側外側へと広がっていくようなイメージで広く波及し発展して
いくよう願いを込めました。

1 人のつながりの表現の見事さ、色使い 和田会長

42

 風船は人間の支えがないと飛んでいってしまう。人間の支
えがあって成り立っている。”まちはひと、やおはひと”という
テーマから、八尾はひとによって成り立っている。また、ひと
も八尾があることによって生きていけている。と感じ、風船と
人間との関係に結びつけました。
風船を持っている人が市民、風船が八尾市だと、また、風船
が市民、人が八尾市であると見立てて制作しました。市と人
とが支え合っている点が八尾市の魅力であるという意味を込
めた作品です。

1
見る人によってイメージを膨らませることがで
きる柔軟性のあるデザイン。

枡谷委員

53

「八尾」の「八」、その左右に「人（二人）」を配してテーマをイ
メージ、上部へ伸びる様から躍進と魅力の発信、交差させて
市民の結びつきと住み続ける様、そして河内音頭を練り歩く
姿として描きました。また、ユニバーサルカラーを用いて全て
の方々に認識できるようにしてあります。

1 躍動感、人のつながりの表現の見事さ 和田会長
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