
日本最古の書「古事記」にも記された高安山を仰ぐ八尾市。

季節の移ろいを肌で感じる豊かな自然、古代の史跡や当時の

町並み、伝統文化など数多くの歴史が大切に受け継がれて

きました。また、ものづくりのまちとして、高い技術力を受け

継ぎ、新しいことへ挑戦し続けることで発展してきました。そし

て今、「人」が輝き、個性が活きるまちへ。次代を担う子どもたち

の限りない可能性と真っ直ぐに向き合いながら、若い力を八尾

の市民力・地域力で育み、活かしていける環境づくり、誰もが

日々の生活に幸せを感じながら、活き活きと暮らせるまちづくり

を進めています。この冊子では、まちの人々の姿や風景を

通じて、魅力あふれる“活街八尾”をご紹介します。

A city that allows everyone to nurture and realize their dreams and hopes.

누구나 꿈과 희망을 키우고, 실현 가능한 도시.

誰もが夢と希望を育み、実現できるまち。
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昭和23（1948）年

昭和24（1949）年
昭和25（1950）年

昭和26（1951）年

昭和27（1952）年

昭和28（1953）年
昭和30（1955）年

昭和31（1956）年
昭和32（1957）年

昭和33（1958）年

昭和34（1959）年
昭和35（1960）年
昭和36（1961）年

昭和37（1962）年

昭和38（1963）年
昭和39（1964）年

○八尾市発足（八尾町、龍華町、久宝寺村、大正村、　
　西郡村が合併）人口64,431人・面積18.99㎞2

○市長・市議会議員選挙、初代市長に脇田幾松氏
○「八尾市時報」（現在の市政だより）創刊
○大阪市営バス、八尾市へ乗り入れ
○八尾市民病院開設
○ジェーン台風で被害を受ける
○上水道第１次拡張事業着手
○市庁舎完成（旧庁舎）
○自治振興委員会結成
○市社会福祉協議会設立
○市教育委員会発足
○近鉄バス開通
○第１回市民体育大会開催
○ニクソン米副大統領来市
○河内市福万寺・上之島地区を編入
○南高安町・高安村・曙川村と合併
　人口94,694人・面積37.46㎞2

○山本球場が近鉄から市に移管
○志紀町と合併 人口97,674人・面積41.05㎞2

○直木賞作家・今東光氏が第１回八尾市
　文化賞受賞
●市制施行10周年
○世界連邦平和都市宣言
○高安山一帯が金剛生駒国定公園に指定
○「やお議会だより」創刊
○国民健康保険全市域で実施
○第１期下水道事業着手
○大阪市と行政協定締結
○第二室戸台風で被害を受ける
○交通安全都市宣言
○衛生処理場完成
○２代目市長に大橋清治氏
○松原市若林地区の一部を編入
　人口147,090人・面積41.26㎞2

○八尾市民憲章制定

平成18（2006）年

平成19（2007）年

平成20（2008）年

平成21（2009）年

平成22（2010）年

平成23（2011）年

○大阪竜華都市拠点土地区画整理事業竣工
○八尾市市民参画と協働のまちづくり
　基本条例施行
○市内で初の高校総体
　（新体操・バスケットボール）開催
○上海市嘉定区友好都市締結20周年を記念し、　　
　「友好之碑」建立
○窓口で中国語などの通訳サービス開始
○八尾市が環境改善の外部認証「KES」取得
○６代目市長に田中誠太氏
○ハローワークと共同でワークサポート
　センターオープン
○ものづくり集積促進奨励金制度スタート
●市制施行60周年
○JRおおさか東線・久宝寺駅～放出駅間開通
○「YAO市民博」開催
○ふるさと納税「がんばれ八尾応援寄附金」
　募集開始
○リサイクルセンター学習プラザ「めぐる」オープン
○安中新田会所跡旧植田家住宅オープン
○ごみの８種分別収集スタート
○新家町市民運動広場オープン
○八尾市路上喫煙マナーの向上を市民とともに
　推進する条例施行
○「やお総合計画2020」策定
○八尾商工会議所会館と中小企業
　サポートセンターの合築施設竣工
○八尾市情報発信コーナー開設

平成24（2012）年

平成25（2013）年

平成26（2014）年

平成27（2015）年

平成28（2016）年

平成29（2017）年

平成30（2018）年

○「八尾の魅力大使」に青木崇高氏、河内家菊水丸氏、
　天童よしみ氏、三池崇史氏を任命
○市内で初となる「校区まちづくり協議会」設立
○南木の本防災公園・防災体育館オープン
○東老原で発見された不発弾を無事に処理
○JR八尾駅自由通路・橋上駅舎完成
○「八尾若ごぼう」が地域団体商標登録
○消防本部に高機能消防指令センター設置
○八尾市観光案内所オープン
○新八尾図書館オープン
○今東光資料館オープン
○新大正コミセン・出張所・水防センターの
　複合施設オープン
○「高安千塚古墳群」が国史跡に指定
○JR八尾駅前広場完成、供用開始
○新龍華コミセン・出張所・図書館の複合施設オープン
○市で初となる「施設一体型小・中学校」開校
○水道局新庁舎オープン
○総務大臣へ中核市指定の申し出
○「最多人数で踊る盆踊り」ギネス世界記録®達成
●市制施行70周年
○「由義寺跡」が国史跡に指定
○中核市に移行

昭和40（1965）年

昭和41（1966）年

昭和42（1967）年

昭和43（1968）年

昭和44（1969）年

昭和45（1970）年
昭和46（1971）年
昭和48（1973）年

昭和49（1974）年
昭和50（1975）年

昭和51（1976）年
昭和52（1977）年

昭和53（1978）年

昭和54（1979）年
昭和55（1980）年

○地域住民が玉串川沿道に桜植樹を開始
○第１回市民スポーツ祭開催
○「心合寺山古墳」が国史跡に指定
○大阪市清掃局八尾工場完成
○総合基本計画策定
○教育センター完成
○「八尾市時報」を「やお市政だより」に改称
●市制施行20周年
○市の木＝いちょう・市の花＝きくを選定
○アメリカ合衆国ワシントン州ベルビュー市と
　姉妹都市に
○大阪中央環状線開通
○府営久宝寺緑地公園オープン
○廃棄物破砕工場完成
○社会福祉会館完成
○近鉄八尾駅付近高架工事始まる
○３代目市長に山脇悦司氏
○移動図書館スタート
○府内初の消防救急指令装置始動
○若林町に府内初の印刷団地完成
○公共下水道水洗化開始
●市制施行30周年
○図書館完成
○総合基本計画策定
○第１回八尾まつり開催
○保健センターオープン
○近鉄八尾駅付近高架工事完成
○近鉄八尾駅前広場オープン
○カラオケ規制を盛り込んだ公害防止
　条例施行
○若林町に菓子団地完成
○ごみの分別収集スタート
○大阪市営地下鉄谷町線・天王寺～八尾南間
　開通

昭和56（1981）年
昭和57（1982）年
昭和58（1983）年
昭和59（1984）年

昭和60（1985）年
昭和61（1986）年

昭和62（1987）年

昭和63（1988）年

平成元（1989）年

平成２（1990）年

平成３（1991）年

平成４（1992）年

平成５（1993）年

平成６（1994）年

平成７（1995）年

○放置自転車の防止に関する条例施行
○八尾市シルバー人材センター設立
○非核・平和都市宣言
○不燃物処理資源化施設「リサイクルプラザ」完成
○八尾空港施設移転・整備
○緑化条例施行
○青少年運動広場オープン
○中華人民共和国上海市嘉定県（現・嘉定区）と
　友好都市に
○近畿自動車道八尾インター完成
○全市立幼稚園で２年保育スタート
○歴史民俗資料館オープン
●市制施行40周年
○玉串川沿道整備事業スタート
○河内音頭全国大会開催
○文化会館「プリズムホール」オープン
○八尾市中小企業勤労者福祉サービスセンター
　設立
○八尾市国際交流センター設立
○総合基本計画「2001年やおプラン」策定
○大畑山青少年野外活動センター
　「アクトランドYAO」オープン
○文化財保護条例施行
○久宝寺寺内町保全整備構想策定
○長瀬川沿道整備基本構想策定
○地域福祉計画策定
○地域住宅計画策定
○高齢者保健福祉計画策定
○市役所新庁舎竣工
○「八尾まつり」を「八尾河内音頭まつり」に名称変更
○生涯学習センター「かがやき」オープン
○衛生処理場・大阪市環境事業局八尾工場
　建替工事完成
○４代目市長に西辻豊氏
○公文書公開制度スタート

平成８（1996）年

平成9（1997）年

平成10（1998）年

平成11（1999）年
平成12（2000）年

平成13（2001）年

平成14（2002）年

平成15（2003）年

平成16（2004）年

平成17（2005）年

○山本図書館オープン
○ごみの５種分別収集スタート
○志紀図書館・志紀テニス場オープン
○JR久宝寺駅新駅舎完成
○総合体育館「ウイング」オープン
○八尾市ホームページ開設
○山本球場でなみはや国体成年女子
　ソフトボール大会開催
●市制施行50周年
○やおコミュニティ放送「ＦＭちゃお」開局
○八尾市職員倫理条例施行
○政治倫理の確立と資産等の公開に関する条例施行
○在宅福祉サービスネットワークセンター
　「サポートやお」オープン
○５代目市長に柴谷光謹氏
○屋内プール「しぶき」オープン
○コミュニティバス「愛あいバス」運行開始
○まちなみセンター「寺内町ふれあい館」オープン
○特例市に移行
○総合計画「やお未来・元気プラン21」策定
○都市計画マスタープラン策定
○住宅マスタープラン策定
○中小企業地域経済振興基本条例施行
○人権尊重の社会づくり条例施行
○包括外部監査制度導入
○中小企業サポートセンターオープン
○河内音頭全国発信隊結成
○「ビジネスマッチング博」を大阪市内で初開催
○八尾市地域安全条例施行
○龍華配水場完成
○子育て総合支援ネットワークセンター
　「みらい」オープン
○市立病院移転・新築オープン
○障害者総合福祉センター「きずな」オープン
○市民活動支援ネットワークセンター「つどい」　　
　オープン
○心合寺山古墳の復元整備完成
○しおんじやま古墳学習館オープン
○地域再生計画「ものづくりのまち・八尾」
　担い手育成計画が内閣府から認定される
○天皇・皇后両陛下が市内の企業などを訪問
○やお安全安心憲章制定

昭和27（1952）年
市役所から現JR八尾駅方面の眺め

昭和32（1957）年
現JR八尾駅付近で遊ぶ子ども

昭和37（1962）年│第二室戸台風

昭和27（1952）年│第１回市民体育大会

昭和32（1957）年│今東光氏文化賞受賞 平成6（1994）年│市役所新庁舎竣工昭和55（1980）年│地下鉄谷町線開通

昭和27（1952）年│近鉄バス開通 昭和53（1978）年
第１回八尾まつり

昭和54（1979）年
近鉄八尾駅前広場オープン

昭和40（1965）年
玉串川沿道の桜植樹

昭和45（1970）年
大阪中央環状線開通

昭和23（1948）年│市制発足式 昭和26（1951）年│市庁舎完成（旧庁舎）

さらなる市民サービスと発展へ向けて　八尾市は中核市へ

平成26（2014）年
新八尾図書館オープン

平成23（2011）年
八尾商工会議所会館と中小企業
サポートセンターの合築施設竣工

平成29（2017）年
ギネス世界記録®達成

平成25（2013）年
JR八尾駅自由通路・橋上駅舎完成
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活街マップ

●住所：千塚3丁目180-1　●TEL：072-941-3601
●近鉄服部川駅から北へ600m

歴史民俗資料館

●住所：恩智中町4丁目55　●TEL：072-940-2028
●近鉄恩智駅から東へ900m

大畑山青少年野外活動センター

●住所：恩智中町5丁目10　●TEL：072-943-7059
●近鉄恩智駅から東へ1.2km

恩智神社

●近鉄河内山本駅から南北へ5km

玉串川の桜並木

●住所：本町5丁目8-1　●TEL：072-922-7749
●近鉄八尾駅から西へ400m

常光寺

●住所：光町2丁目40　●TEL：072-924-5111
●近鉄八尾駅から東へ300m

文化会館

●住所：本町4丁目2-45　●TEL：072-922-3558
●近鉄八尾駅から西へ500m

八尾天満宮

●住所：太子堂3丁目3-16　●TEL：072-922-3000
●JR八尾駅から南西へ900m

大聖勝軍寺

●住所：植松町1丁目1-25　●TEL：072-992-5311
●ＪＲ八尾駅から南東へ190m

安中新田会所跡旧植田家住宅

●住所：旭ヶ丘5丁目85-16　●TEL：072-924-3876
●近鉄八尾駅から北東へ1km、近鉄バス「山本」行き
　または「高砂住宅」行き「緑ヶ丘」下車すぐ

生涯学習センター

●住所：神立5丁目93
●近鉄服部川駅から北東へ2km

玉祖神社

●住所：大竹5丁目143-2　●TEL：072-941-3114
●近鉄河内山本駅から近鉄バス「瓢箪山」行き「大竹」
下車、東へ350m、近鉄服部川駅から北へ1.7km

Shionjiyama Kofun Learning Center

시온지야마 고분 학습관

Museum of History and Folklore

역사 민속 자료관

しおんじやま古墳学習館

●住所：本町2丁目2-8　●TEL：072-993-3606
●近鉄八尾駅から南西へ560ｍ
　JR八尾駅から北北東へ1.3㎞

八尾図書館

八尾市

●
●

●東経：135°36’　●北緯：34°37’

●面積：41.72km2

●平均気温：17.8℃　●最高気温：38.1℃

●最低気温：－2.8℃

●年間降水量：1353.5ｍm

●住所：志紀町西1丁目3　●TEL：072-948-5454
●JR志紀駅から西北西へ800ｍ

志紀図書館

で遊ぶ・学ぶ・ふれる

見どころや遊びどころ満載の八尾市内。

なんでも近くて移動もラクラク！

ハイキングに歴史散策、イベントも充実！

八尾市には
「近鉄」「JR」「地下鉄」
３線が乗り入れ！！

●住所：山本町1丁目8-11　●TEL：072-995-3883
●近鉄河内山本駅から東北東へ160ｍ

山本図書館

●住所：南太子堂2丁目1-45　●TEL：072-922-8007
●JR八尾駅から南西へ800ｍ

龍華図書館

●住所：曙町2丁目11　●TEL：072-994-0564
●JR八尾駅から南東へ1.2㎞
　JR志紀駅から北西へ1.2㎞

リサイクルセンター学習プラザ

梅田・大阪

八尾南

久宝寺 JR八尾

近鉄八尾

京橋 放出

鶴橋 布施

大阪難波
JR難波

JR学研都市線

JRおおさか東線

近鉄奈良線

JR大阪環状線

近鉄大阪線

JR京都線

JR大和路線

地下鉄谷町線

約30分
新大阪まで

約32分
東梅田まで

約12分
天王寺まで

天王寺

●住所：東弓削3丁目

由義寺跡

●住所：北本町2丁目1　●TEL：072-997-6226
●近鉄八尾駅すぐ

観光案内所

大阪難波

天王寺

東梅田

近鉄八尾

JR八尾

八尾南

17分

12分

32分地下鉄谷町線

新大阪 久宝寺30分JRおおさか東線
※平成30年度末開業予定

JR大和路線

近鉄大阪線

大阪難波まで
約17分

Tamano-oya Shrine

타마노오야 신사

Ohatayama Youth Outdoor Activity Center

오오타야마 청소년 야외 활동 센터

Onji Shrine

온지 신사

Cherry blossom trees on Tamakushi River

타마쿠시가와 벚꽃길

Yamamoto Library

야마모토 도서관

Yuge Temple Street

유게 사적

Lifelong Learning Center

생애 학습 센터

Culture Center

문화 회관

Tourist Information Center

관광 안내소

Recycling Center Learning Plaza

리사이클 센터 학습 플라자

Shiki Library

시키 도서관

Joko Temple

죠코 절

Yao Tenmangu

야오 텐만구

Yao Library

야오 도서관

Yasunaka Shinden Kaishoato 
Kyu-Uedake Residence

야스나카 신덴 터 (구 우에다 가 주택)

Daishōshōgun Temple

다이쇼쇼군 사
Ryuge Library

류게 도서관
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安
全
・
安
心

Yao plans to keep its town a safe and secure place.

앞으로도 계속 안전·안심하게 지낼 수 있는 야오거리 만들기.

「こんにちは」「いってらっしゃい」とあい

さつを交わす声。地域ごとに趣向を凝ら

したスポーツイベントやふれあいまつり、

いざという時に備えた防災訓練といった

コミュニティ活動が盛んに行われるこの

まちでは、子どもも大人も垣根なく交流し、

人々の笑顔と温もりにあふれています。

こうした世代を超えたつながりが「お互

いさま」の精神を育むとともに、「自分

たちのまちは自分たちで守る」という

意識を高め、声かけや見守り活動など、

誰もが安心して暮らせるまちづくりに

つながっています。また、安全に安心して

暮らせるまちづくりとは、住まう人々の

健康をつくることでもあります。市には、

周産期医療やがん治療などにおいて、全

国でも屈指の医療水準を誇る市立病院

があるほか、各出張所に保健師が常駐し、

身近なところで心身のことについて何で

も気軽に相談できる体制が整っている

など、健康で活き活きと暮らせる環境づ

くりに取り組んでいます。まちなかでも、

仲間と一緒に健康体操やウォーキング

に取り組む姿が見られるなど、地域と共

に取り組む健康づくりの輪が着実に広

がりを見せています。

この先もずっと
安全・安心に暮らせる八尾のまちづくり。

■毎年各地域で開催される市民スポーツ祭。気持ち 　　よさそうに体を動かす参加者や声援を送る人たちから自然と笑みがこぼれます。

■防災訓練

■市立病院

■出張所保健師による
　「あなたのまちの健康相談」
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子
育
て
・
教
育

Teach the kids about how to grow up so that parenting will spread in the future.

어린이들과 육아 세대의 미래가 펼쳐지는 도시 만들기를 목표로.

子どもたちと子育て世代の
未来が広がるまちづくりをめざして。

■親子幼児教室 ■登下校時の見守り■つどいの広場■４カ月児健診

元気よく駆け回る子どもたちの笑顔は、

大切な「まちの宝」。いつの時代も変わる

ことなく、まちに活気を与えてくれます。

市では「子育て環境No.１」のまちをめざし、

子どもの健やかな成長と子育て支援の

充実に取り組んでいます。子どもたちが

すくすくと元気よく育ち、保護者が安心

して子育てできるよう、妊産婦の健診や

家庭訪問、子育て教室などさまざまな

機会を通じて一人ひとりに寄り添いながら、

妊娠から出産、子育てまで切れ目のない

支援を行っています。また、保育士や

保健師が常駐する子育て支援センター

や出張所をはじめ、地域住民が運営する

「つどいの広場」「はとぽっぽ」など、親子で

気軽に立ち寄って、仲間と知り合ったり

情報交換したりする交流の場が数多く

存在しています。悩みを共有したり、子ども

の成長を喜び合ったりできる仲間がいる

ことの心強さ。「安心して子育てできる

環境」をめざし、まち全体で子育てを

応援しています。
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■未来の八尾の主役たち。花が咲くような子どもた　　ちの笑顔がまちに活気を与え、人々に幸せを運びます。



地
域
の
絆

世代を超えて愛される河内音頭。その起

源は「八尾地蔵物語」で名高い初日山常

光寺の流し節正調河内音頭といわれて

います。室町時代に常光寺が再建される

際、京都から八尾まで材木を運んできた

時の「木遣り音頭」が基になったと伝え

られ、昭和20年代以降は浪曲の節が多

く取り入れられました。その本場らしく、

河内音頭で成し遂げた世界一。河内音

頭の底力と八尾の市民力・地域力を世

界中に示しました。また河内音頭のほ

か、八尾には脈 と々受け継がれる地域の

文化があります。布団太鼓が勇壮な練り

の競演を見せる高安まつり。131もの石

段を豪快に下りる姿が圧巻の恩智まつ

り。470年の刻を越え、燈路が魅せる幻

想的な光の回廊が新たな時代を映し出

す久宝寺寺内町燈路まつり。そして、唄

い継がれてきた流し節の音頭で踊る常

光寺の地蔵盆踊り。八尾の“八”にちなん

で始まった、日本一早いえべっさんとし

て親しまれる八尾天満宮の八日戎など、

人と人をつなぐまち八尾の大きな魅力と

なっています。

Yao's Kawachiondo (traditional Japanese Music and Dance) is the temprature of the peoples heart.

야오의 카와치온도는 사람들 마음의 온도.
2872人

一斉に踊る人数

（平成29年9月10日現在）

盆踊り

No.1世　界

恩智神社「恩智まつり」恩智神社「恩智まつり」恩智神社「恩智まつり」
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八尾天満宮「八日戎」八尾天満宮「八日戎」八尾天満宮「八日戎」玉祖神社「高安まつり」玉祖神社「高安まつり」玉祖神社「高安まつり」

久宝寺寺内町「燈路まつり」久宝寺寺内町「燈路まつり」久宝寺寺内町「燈路まつり」



歴
史

■心合寺山古墳

■由義寺跡

■高安千塚古墳群　開山塚古墳

■地域内にある神社仏閣で、八尾の歴史について学     ぶ小学生。自らまちの歴史に触れてこそ、八尾の歴史に新たな一歩が刻まれます。
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A town that has been loved and lived by many is Yao's Uniqueness.

옛부터 사람들에게 사랑받고, 계속해서 살게되는 야오의 매력.

数 の々歴史の舞台となり、さまざまな物語

が刻まれた八尾。国指定史跡も複数存在

し、まちなかを散策すれば、古戦場や城跡、

寺社などあちこちで歴史ロマンあふれる

風景に出会えます。現在もいにしえの風情

を偲ばせる久宝寺寺内町は、伝統的な

町割りや特徴的な様式の町家が多く残っ

ており、自治都市の面影を今に伝えて

います。また、国内有数の古墳群には間近

で見られるものも多く、中でも心合寺山

古墳は復元された国内最大級の古墳と

して現代によみがえり、多くの人が訪れる

人気の歴史スポットになっています。近年

では「続日本紀」に記されるも幻とされて

きた由義寺の塔の基壇が発見され、かつ

てこの地に都の大寺院に匹敵する寺が

存在していたことも分かりました。この地

に伝わる幾多のストーリーや謎は、今も

なお多くの人々を魅了し、まち歩きや講

演会、研究活動やボランティアガイドなど

の活動へとつながっています。これら歴史

資産を大切に守り、次の世代へと受け

継いでいく。自らが住まうまちの歴史を

学んでこそ、八尾に新たな未来が宿ります。

古くから人々に愛され、
住まわれ続けてきた八尾の魅力。



自
然

Live a life where you can enjoy the transitions of the seasons through your eyes and learn with the touch of your skin.

사시사철의 변화를 눈으로 즐기고, 피부로 느끼는 생활.

大阪の中心地からほど近く、各鉄道が

乗り入れ、主要な幹線道路も通るアク

セス抜群の八尾。一方、ふと目を向ければ

雄大な高安山を抱く生駒山脈をはじめ、

穏やかに流れる玉串川や恩智川、春を

彩る桜並木。広大な敷地に四季折々の

花を咲かせる久宝寺緑地や、大阪平野

が一望できる玉祖神社に咲き乱れる

スイセンなど、色彩豊かな風景に恵まれ

ています。日々の暮らしにあふれる自然を

感じられる豊かなまちで、人々は散策や

ハイキング、キャンプやスポーツなど

思い思いにアウトドアを満喫。都市部の

利便性と豊かな自然、そして人々の共存

がなされています。

四季折々の移ろいを
目で楽しみ、肌で知る暮らし。

■玉串川の桜並木 ■高安山の紅葉

■初夏の久宝寺緑地■四季を彩る大自然。冬にはスイセンが咲き誇り、大阪平野を一望できる玉祖神社はハイキングに訪れる人たちの憩いの場です。
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産
業

Lets build a city that can appeal its technology and special products to domestic and overseas communities.

기술과 특산품으로 국내외에 어필할 수 있는 도시를 향해.

技術と特産品で国内外にアピールできる
まちをめざして。

古くからものづくりが盛んであった八尾。

受け継がれてきた高度な技術がまちを

支え、人々を支える製品となって世に送

り出されています。個性が光り、活力あふ

れる約3,000もの中小企業が集積し、国

内だけでなく世界に通用する製品や部

品、他社にはない独自のノウハウ、業界

屈指の技術力と開発力など、ものづくり

を牽引するトップシェア・オンリーワン企

業が数多く存在しています。また、古くは

久宝寺寺内町を起点に栄えた八尾の商

業は、交通網の整備や人口増加、大型

商業施設の進出などで今日まで発展し

てきました。駅を中心に展開する商店街

は新しい魅力づくりをめざして活気に満

ちあふれ、消費者のニーズをとらえた個

性的な店舗が新しい文化と安らぎを提

供するなど、八尾の商業活性化に大きく

貢献しています。さらに水資源にも恵ま

れたまちは、特産の八尾若ごぼうや枝豆、

紅たでなどの生産地でもあります。これ

ら八尾野菜は市内に点在する直売所で

気軽に買え、旬の味として人々に親しま

れています。このように、八尾に脈 と々流

れるものづくり・商い・農業の精神を次の

世代へ伝承し、まちづくり、そして人づく

りへとつなげています。

■地域住民に愛され、温かい雰囲気に包まれるベー　　カリー。 ■丹念に育てられる特産・八尾若ごぼう。春を告げる野菜として市民に親しまれています。

■便利で快適な社会を支える八尾のものづくり。研ぎ　　澄まされた確かな技術が業界を牽引します。
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住むひと来るひと、
みんなに愛されるまち

ええとこ 

ひとこと 

八 尾 市 民 憲 章

［市の花］

きく

　わたくしたちは、信貴・生駒のやまやまをあおぐ八尾の市民です。

わたくしたちの八尾市は、ゆたかな伝統と美しい自然にめぐまれ、

近代都市へ発展をつづけている希望のまちです。

　わたくしたちは、このまちの市民であることに誇りをもち、みんなの

しあわせをねがい、この市民憲章をさだめました。

　　わたくしたち八尾市民は

　1.  若い力をそだてましょう。

　1.  あたたかい心でまじわりましょう。

　1.  みどりのまちをつくりましょう。

　1.  文化財をたいせつにしましょう。

　1.  働くよろこびに生きましょう。 昭和39（1964）年11月3日制定

市章

<The Official City Tree>
［市の木］

い ちょう

市名“YAO”のYとOで構成し、円は円満な

市政の遂行を、円から少し突出したYは市の

発展を表現しています。

Yによる円の3等分は、平和・自由・平等を

意味します。

By taking the "Y" and "O" of the city name, the "O" represents the smooth municipal administra-
tion, the "Y" expresses the development of the city. The three points of the "Y" represents the 
peace, freedom, and equality in Yao City.

시의 이름 "YAO"의 Y와 O로 구성되어, 원은 원만한 정책의 수행을, 원으로부터 삐쳐나온 Y는 시의 발전을 표현하고 

있습니다. Y에 의한 원의 3등분은, 평화·자유·평등을 의미합니다.

Maidenhair tree

은행 나무

<The Official City Flower>

Chrysanthemum

국화

The City Symbol 시의 문양
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