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城陽市平和都市宣言
昭和61年12月23日　宣言

世界の恒久平和と安全は、人類共通の願い
であり、核兵器の廃絶と軍備の縮小は、全人類
ひとしく希求しているところである。
わが国は、唯一の被爆国として、非核三原則

の堅持はもとより、再び戦争による惨禍を繰り
返してはならない。
国際平和年にあたり、わが城陽市は、憲法の

精神に基づいて自由と平和を愛し、思想・信条
を越えて、永遠の平和都市であることをここに
宣言する。
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城陽市民憲章
昭和57年11月7日　制定

かぐわしい梅の香りと清らかな水のわがふ
るさとを愛し、先人の遺した文化を育み、平和
でかがやかしい城陽の未来を創造するために
わたくしたち城陽市民は

1 自然を生かし　美しい緑を育てましょう
1 教養を深め　豊かな文化をつくりましょう
1 心身を鍛え　働く喜びを大切にしましょう
1 隣人を愛し　ふれあいの輪を広げましょう
1 秩序を守り　やすらぎのまちを築きましょう

城陽市歌
昭和34年2月15日　制定

1 梅かおる　山辺に野辺に　茶の緑　ほのかに萌ゆる
もろびとの　心のすみか　美しき　われらのまちよ
光あれ　光あれ　光あれ　城陽　美しきまち
2 松あおき　鴻の巣山に　鳥啼きて　明るき陽ざし
こだまする　槌のひびきに　ひらけゆく　われらのまちよ
栄あれ　栄あれ　栄あれ　城陽　ひらけゆくまち
3 砂しろき　木津の流れに　黄金なす　稲穂のみのり
山の幸　野の幸さわに　ゆたかなる　われらのまちよ
恵あれ　恵あれ　恵あれ　城陽　ゆたかなるまち

城陽市高齢者憲章
平成5年10月17日　制定

　「緑と太陽・やすらぎのまち、城陽」を都市像とする私たち
のまち城陽市は、長きにわたって国づくり、地域づくりに貢
献された高齢者が尊敬され健康で生きがいを持って生活で
きる豊かな社会をめざして、この憲章を制定します。

1 私たち城陽市民は、高齢者が家庭や地域でやすらぎとう
るおいに満ちた健康な生活をおくれるよう努めます。
1 私たち城陽市民は、高齢者が生きがいを大切にし、世代間
で互いに支え合う地域づくりに努めます。
1 私たち城陽市民は、高齢者の知恵と経験を尊重し、新しい
まちづくりにそれを活かすよう努めます。
1 私たち城陽市の高齢者は、気力と体力を養い、みずからの
健康を守り、これによろこびをみいだす生活をおくります。
1 私たち城陽市の高齢者は、いつまでも学ぶ心を失わず社
会を考え、世界に関心を持ち豊かに生きるよう努めます。
1 私たち城陽市の高齢者は、地域活動に参加し、自らの能力
を社会に役立て、ともに住みよい社会をつくります。

城陽市は、山城盆地の中央部、京都と
奈良のほぼ中間に位置し、京都から五里、
奈良から五里の位置にあることから「五
里五里のさと」と呼ばれています。西に
は木津川が流れ、東には広大な丘陵地
を有するなど、変化に富んだ地形をして
おり、温暖で暮らしやすい気候が特徴で
す。城陽という地名は、山城の「城」と、日に
向かっている方という意味の「陽」を組み
合わせたもので、「陽」は中国でも縁起
のよい豊かなことばとされています。
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Joyo City is located in the center of the 
Yamashiro Basin and is well-known 
for being roughly halfway between 
K yo t o  a nd  N a r a .  I t  h a s  many  
topographical features, including the 
Kizugawa River  in the west and 
rolling hills in the east as well as a 
pleasant and mild climate. The name 
“Joyo” (城陽) is a combination of two 
Chinese characters. The first, “城”, 
meaning castle, is borrowed from the 
name of the region, Yamashiro (山城). 
The  s e cond ,  “陽” ,  means  “ t he  
direction facing the sun”. It  also 
means prosperity and good fortune.

조요시는 ,  야마시로山城분지의  중앙부 ,  
교토와  나라의  거의  중간에  위치하여 ,  
교토에서 5리, 나라에서 5리에 위치하는 
것으로  ‘고리고리노사토五里五里마을 ’
라고 불리고 있습니다. 서쪽으로는 기즈木
津강이 흐르고 동쪽에는 광대한 구릉지를 
보유하는  등 ,  변화가  풍부한  지형이며 ,  
온난하고 살기 좋은 기후가 특징입니다. 
조요라는 지명은, 山城야마시로의 ‘城’와, 
해를 향해 있는 쪽이란 의미의 ‘陽’를 합한 
것으로 ,   ‘陽 ’은  중국에서도  운수가  좋고  
풍성한 말이라고 합니다.
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