
（1）市制施行５０周年記念　市勢要覧

市制施行５０周年を迎えて
八潮市長　大山　忍

　八潮市は昭和４７年１月１５日に埼玉県内３４番目に市制
を施行し、今年で５０周年を迎えることができました。
　「八潮」は、昭和３１年９月２８日、八條、潮止、八幡の３村合併の際に、
３村の頭文字をとって「八潮村」が誕生したことにより始まりました。
　その後、高度経済成長による工場の進出や急激な人口増加により
発展を続け、昭和３９年１０月１日に町制に移行、昭和４７年１月１５日に市
制を施行し、「八潮市」となりました。
　さらに、首都高速道路の開通や、区画整理事業による都市基盤の
整備、平成１７年のつくばエクスプレスの開業などにより、「八潮駅」
を中心に、商業施設の進出や宅地開発等が進み、市制施行当時の昭
和４７年１月に約４万３千人であった人口は、現在、約９万２千人となり、
着実に発展を続けています。
　これまで発展を遂げられましたのも、本市を築き上げた先人の 
方々や、市民の皆様のご尽力の賜物であり、深く感謝を申し上げま
す。
　今後も、皆様とともに本市のさらなる発展に向け、「共生・協働」

「安全・安心」の基本理念のもと、「住みやすさナンバー１のまち　
八潮」の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

八潮市制施行八潮市制施行5050周年周年
ありがとうありがとう八潮八潮　　これからもこれからも八潮八潮
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「星空がきれいな八潮」
小学生高学年の部　大原小学校６年
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八潮市制施行５０周年記念

「未来のやしおを思い描く
絵画コンクール」
市長賞作品
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　八潮市は、埼玉県の東南部、都心から北東15キロメートルに位置し、
東は三郷市、南は足立区・葛飾区、西と北は草加市に接しています。
　市内には、中川・綾瀬川・垳川・大場川・伝右川の一級河川が流
れ、北足立台地と野田台地にはさまれた中川低地の南端に位置して
います。

市制施行当時の市役所

第1回市民まつり開催

資料館オープン

共和橋開通

昭和

平成

昭和４７年 １月 市制施行（八潮町から八潮市へ）
太田武夫市長　就任
八潮市民憲章制定

４月 第五（松之木）・第六（中川）小学校開校
第二（大原）中学校開校

７月 鈴木慶助市長　就任
昭和４８年 ４月 県立八潮高校開校

７月 鈴木𣳾治市長　就任
８月 八潮音頭誕生
１０月 人口５万人突破

昭和５０年 ４月 第七（八條北）小学校開校
昭和５２年 １月 老人福祉センター「寿楽荘」オープン

４月 第八（大瀬）小学校、第三（八條）中学校開校
昭和５３年 ４月 第九（大原）小学校、第四（八幡）中学校開校

９月 「文化スポーツセンター」オープン
昭和５４年 ４月 第十（柳之宮）小学校開校

全小学校で完全給食スタート
１０月 人口６万人突破

昭和５５年 ４月 「保健センター」オープン
第五（潮止）中学校開校

昭和５６年 ４月 「コミュニティセンター」オープン
全中学校で完全給食スタート
共和橋開通

昭和５７年 １月 市制施行１０周年
４月 福祉作業所「やまびこ」オープン
１０月 八潮第一土地区画整理事業が完了（中央一丁目～四丁目）

昭和５８年 ５月 「八幡図書館・八幡公民館」オープン
市の木をいちょう、市の花をくちなしに定める

昭和５９年 ４月 県立八潮南高校開校
５月 「ゆまにて（勤労青少年ホーム・勤労者体育センター）」オー

プン
昭和６０年 １月 国道２９８号線、潮郷橋開通

首都高速６号三郷線開通
４月 老人福祉センター「すえひろ荘」オープン

昭和６１年 １０月 八潮第二土地区画整理事業が完了（八潮一丁目～八丁目）
昭和６３年 １０月 人口７万人突破
平成　元年 ４月 身体障害者福祉センター「やすらぎ」オープン

７月 藤波彰市長　就任
１１月 「資料館」オープン

平成　２年 ９月 「八潮メセナ（市民文化会館・勤労福祉センター）」オープン
平成　３年 ７月 八潮市生涯学習都市宣言

１０月 第１回市民まつり開催

八潮市のプロフィール
【市の概要】

東京都

埼玉県

【憲章・宣言】
〇八潮市民憲章（平成14年1月15日）
〇八潮市子ども憲章（平成14年1月15日）
〇八潮市生涯学習都市宣言（平成3年7月1日）
〇八潮市健康・スポーツ都市宣言（平成21年2月8日）
〇八潮市平和都市宣言（平成24年1月15日）

東経　139度50分21秒
北緯　35度49分22秒
東西　5.23キロメートル
南北　7.45キロメートル
海抜　2.3メートル以下
面積　�18.02平方キロメートル

【市の木】 【市の花】

【人口・世帯数】
人口　　　92,170人
世帯数　　44,524世帯
　※令和3年12月1日現在

周年の歩み５０

▲いちょう ▲花桃

【市章】 【シンボルマーク】

▲くちなし

【市の鳥】

▲ハクセキレイ草加市

足立区 葛飾区

三郷市

八潮市
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つくばエクスプレス八潮駅開業

第59回国民体育大会彩の国まごころ国体
開催

やしお生涯楽習館オープン

新中川橋開通

令和

平成　４年 １月 市制施行２０周年
市の歌「川に抱かれて」および道路の愛称発表

４月 福祉作業所・学童保育所「わかくさ」オープン
平成　５年 ４月 市のシンボルマークを定める

１０月 平成泉橋開通
平成　６年 ４月 小中学校の名称を地域名などを生かした名称に変更

「生涯学習まちづくり出前講座」スタート
平成　７年 ７月 「やしお生涯楽習館」「リサイクルプラザ」オープン
平成　９年 １月 市制施行２５周年

市の鳥をハクセキレイに定める
３月 中川やしおフラワーパーク開園

平成１０年 ４月 高齢者福祉施設「やしお苑」オープン
１１月 稲荷伊草第一土地区画整理事業が完了（緑町一丁目～五丁目）

平成１２年 ４月 「八條図書館・八條公民館」オープン
平成１３年 ９月 多田重美市長　就任

１１月 「エイトアリーナ（鶴ケ曽根体育館）」オープン
平成１４年 １月 市制施行３０周年

八潮市子ども憲章制定、八潮市民憲章が新しく生まれ変わる
平成１５年 ６月 やしお市民大学開校

１１月 だいばら児童館「わんぱる」オープン
平成１６年 ４月 浮花橋開通

１０月 第５９回国民体育大会彩の国まごころ国体開催（ハンドボー
ル競技会場）市内全域で民泊実施

平成１７年 ８月 つくばエクスプレス八潮駅開業
１２月 和井田家住宅　国の重要指定文化財に指定

平成１９年 ４月 「市役所駅前出張所」「八潮メセナ・アネックス」オープン
５月 やしお市民大学大学院開校

平成２０年 ３月 人口８万人突破
７月 全国高等学校総合体育大会開催（ハンドボール競技会場）

平成２１年 ２月 八潮市健康・スポーツ都市宣言
７月 新消防庁舎落成

平成２２年 １１月 障がい者福祉施設「やまびこ」オープン
新中川橋開通

平成２４年 １月 市制施行４０周年
八潮市平和都市宣言

平成２5年 ９月 大山忍市長　就任
平成２６年 １１月 市の花に花桃を追加
平成２７年 ５月 中川やしお水辺の楽校開校

７月 やしお駅前公園開園
１０月 草加八潮消防組合設立

平成２８年 １０月 やしお子育てほっとステーション開設
平成３０年 ６月 人口９万人突破

１０月 にじいろ子育て相談室開設
平成３１年 １月 市コミュニティバス「ハッピーこまちゃん号」運行開始

４月 「中川やしおスポーツパーク」全面オープン
令和　3年 １月 稲荷伊草第二土地区画整理事業が完了（伊草一丁目～二丁目）

７月 東京２０２０オリンピック聖火リレーの実施
１０月 新庁舎建設工事に着手

令和　４年 １月 市制施行５０周年

分　　　野

住みやすさナンバー１のまち　八潮

教育文化・
コミュニティ
教育文化・
コミュニティ

～学びとつな
がりを大切に
するまち～

健康福祉・子育て健康福祉・子育て

～誰もがいき
いきと暮らせ
るまち～

防災・防犯・
消防・救急
防災・防犯・
消防・救急

～誰もが安全で
安心して暮らせ
るまち～

産業経済・観光産業経済・観光

～地域の特性
を活かしたに
ぎわいと活力
のあるまち～

都市基盤・環境都市基盤・環境

～快適でやすら
ぎと潤いのある
まち～

まちづくりの
基本理念

将来都市像

共生・協働 安全・安心

新公共経営 ～協働で経営する自主・自律のまち～

第5次八潮市総合計画（計画期間：平成28年度～令和7年度）
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ものづくり

ハッピーこまちゃんのプロフィール
名前：ハッピーこまちゃん
年齢：１歳
性格：あかるく元気
特技：えがお
夢：みんなを「けんこう」にすること
好きないろ：みどりいろ
好きな食べもの：こまつな

名前のゆらい
　八潮市の八とはっぴを着ているこ
と、しあわせのハッピーから「ハッ
ピーこまちゃん」になりました。
　ハッピーこまちゃんは、みんなを
しあわせにしてくれる八潮市のキャ
ラクターです。

やしおやしおのの魅力魅力

市庁舎建て替え
（令和６年１月開庁予定）

（仮称）八潮南部
西地区近隣公園
（令和５年４月開園予定）

やしおのこれから

完成イメージ図

至　大曽根小学校

八潮市マスコットキャラクター

ハッピーこまちゃんハッピーこまちゃん

八潮ブランド

工場見学農業体験

枝豆

八条親水公園 水辺の楽校

中川やしおフラワーパーク やしお駅前公園

八潮こども夢大学 やしお市民大学

八潮の教育資料館体験講座

山東菜

小松菜ハッピーこまちゃん会つくるつくる

遊ぶ遊ぶ

食べる食べる

学ぶ学ぶ

「つくる」「つくる」「食べる」「食べる」「遊ぶ」「遊ぶ」「学ぶ」「学ぶ」
八潮市のイチオシ八潮市のイチオシ
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