
広島県の成人式 

～心に残る成人式をめざして～  広島県立生涯学習センター 主任 内藤 遊  調査研究調査研究調査研究調査研究の概要の概要の概要の概要    本調査研究は，成人式を担当されている方に，自分の市町にとって理想的な成人式を考えるきっかけとなる資料を提供することを目的としている。 日本の成人式は，「おとなになったことを自覚しみずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ことを目的として，昭和 23 年に公布された「国民の祝日に関する法律」の中で「成人の日」が制度化されてから，市区町村が運営する皆が良く知る現在のスタイルが，全国に普及することとなった。その後，社会の変化の中で，「荒れる成人式」が大きく取り沙汰され，その存在意義すら問われる中，各市区町村は，様々な新しい取組を行いながら，制度制定時の理念を守ってきた。そして今，新しい社会の変化の中で，再び成人式に対する期待が高まってきている。若者の流出が進む多くの地方公共団体では，若者と地域の接点を増やすために，様々なイベントが行われており，成人式を若者と地域の絆づくりという視点で見れば，これほどの認知度と参加率を誇るイベントは他にはない。若者の方でも，成人式に集うことで，自分を育んできたものと再会し，そこから得られる気づきや学びを求めているのである。この関係性は，成人式が地域活性化の鍵となるイベントになり得る可能性を示している。もちろん若者のＵターンによる県内人口の維持が喫緊の課題となっている広島県も例外ではない。 本調査研究ではまず，制度制定時の理念や生涯学習振興・社会教育担当部署がこの行事を担う必然性を今一度確認するとともに，成人式が持つ現代的な意義について示す。次に，他県の調査状況の概要を踏まえた上で，当センターが毎年度２回にわたり実施している県内の成人式の調査のほか，平成 27 年度に県内市町で実施された成人式の中から他市町の参考となる先駆的な事例を抽出し，その教育的な意義について分析する。最後に，参加者の心に残る成人式を考える上でのヒントとして，当センターが実施する研修等で重視している「参加型学習」「コーディネート」「ファシリテーション」の効果を参考にしつつ，今後の課題について考察を行う。     調査研究の構成調査研究の構成調査研究の構成調査研究の構成    イントロダクション １ 成人式の意義 ２ 県外の成人式 ３ 県内の成人式 ４ まとめ 参考資料         
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広 島 県 の 成 人 式

～心に残る成人式をめざして～

広島県立生涯学習センター

主任 内藤 遊

この調査の目的

成人式を担当されている方に，自分の市自分の市自分の市自分の市

町にとって理想的な成人式町にとって理想的な成人式町にとって理想的な成人式町にとって理想的な成人式を考えるきっ

かけとなる資料を提供する。

成人式の企画・運

営を，より

ものにしていきま

しょう！
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イントロダクションイントロダクションイントロダクションイントロダクション

１１１１ 成人式の意義成人式の意義成人式の意義成人式の意義（１）起源（２）社会教育と成人式（３）現代成人式のあゆみ
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３３３３ 県内の成人式県内の成人式県内の成人式県内の成人式（１）全体的な傾向（２）成人式大賞を受賞した成人式（３）安芸高田市の成人式（４）熊野町の成人式（５）広島市の成人式
４４４４ まとめまとめまとめまとめ心に残る成人式をめざして①②
参考参考参考参考資料①②資料①②資料①②資料①②

イントロダクション

成人式の記憶を呼び起こすと…？1990S 愛知県豊橋市 Sさん 「行かなかった」2000S 東京都世田谷区 Nさん 「人が多すぎてよくわからない」2010S 広島県安芸高田市 Aさん 「楽しかった」
あなたの成人式は？
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１ 成人式の意義

（1）起源

通過儀礼としての成人式一定の年齢一定の年齢一定の年齢一定の年齢になれば成人と認められるもの一定の能力一定の能力一定の能力一定の能力が備われば成人と認められるもの世界の例 「バンジージャンプ」「ライオン狩り」日本の例 「元服」「徴兵令」「成年式」
制度化された日本の成人式国民の祝日国民の祝日国民の祝日国民の祝日「成人の日」「成人の日」「成人の日」「成人の日」（１月（１月（１月（１月の第２月曜日の第２月曜日の第２月曜日の第２月曜日））））昭和23年（1948年）「国民の祝日に関する法律」により制定背景には，戦後復興期の青少年への期待，犯罪者化防止終戦翌年に埼玉県蕨町の青年団が開催した「成年式」が，現代成人式の起源と言われている

１ 成人式の意義

（２）社会教育と成人式

趣旨

おとなになったことを自覚しみずから

生き抜こうとする青年を祝いはげます

意義

� 成人式は成人式は成人式は成人式は当日だけのものではない。当日だけのものではない。当日だけのものではない。当日だけのものではない。義務教育終了期から成人に達するまでの青年の自主的修練，事後の青年の自主的修練を支援する施策を考慮すべき
� 成人式は成人式は成人式は成人式は成人だけのものではない。成人だけのものではない。成人だけのものではない。成人だけのものではない。将来成人になる者にもおとなになる自覚とはげみを与え得るように
� 成人式は成人式は成人式は成人式は市町市町市町市町だけのものではない。だけのものではない。だけのものではない。だけのものではない。関係機関・団体の参加，国及び都道府県も中央的諸行事を行うことが必要「成人の日」の運営等について（昭和31年総審青第102号中央青少年問題協議会会長から内閣総理大臣あて意見具申），「成人の日」の行事について（昭和31年国社第162号各都道府県教育委員会あて文部事務次官通達）よりポイントを抜粋59年前！
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逆風逆風逆風逆風若者と地域のつながりの希薄化や大学進学者の増加等，社会の変化により成人式が形骸化し，「荒れる成人式」の時代へ。成人式不要論も…
そして今そして今そして今そして今，高まる成人式への期待，高まる成人式への期待，高まる成人式への期待，高まる成人式への期待若者と地域の絆づくりを求める地方公共団体× 気づきや学びを求めて成人式に集う若者＝＝＝＝ 成人式が地域活性化の鍵となるイベント成人式が地域活性化の鍵となるイベント成人式が地域活性化の鍵となるイベント成人式が地域活性化の鍵となるイベントにににになる可能性なる可能性なる可能性なる可能性若者のUターンによる県内人口の維持を目指す広島県※も！

普及普及普及普及ほぼ全ての市区町村が成人式を実施
１ 成人式の意義

（3）現代成人式のあゆみ

新しい新しい新しい新しい

成人式へ成人式へ成人式へ成人式へ形骸化を脱却しようと，実行委員会形式の導入等，新たな取組が生まれる
※ひろしま未来チャレンジビジョン改訂版[第２章人口ビジョン社会動態の展望]

２ 県外の成人式

（1）注目される取組①多くの都道府県では，域内の成人式を調査し，その結果をＨＰ等で公表している。本調査研究では，各都道府県の平成27年度成人式調査結果を収集し，その中から特徴をピックアップした（詳細は添付資料を参照）。
進化する実行委員会形式進化する実行委員会形式進化する実行委員会形式進化する実行委員会形式岩手県岩手県岩手県岩手県花巻市花巻市花巻市花巻市（832名（参加））新成人22名と次年度新成人18名の合計40名。OB・OG会がまちづくりへ参画埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県寄居町寄居町寄居町寄居町（329名（参加））19・20・21歳委員が，３年間，企画・運営に参加神奈川県伊勢原市神奈川県伊勢原市神奈川県伊勢原市神奈川県伊勢原市（748名（参加））OB・OG会を組織しバックアップ他，市や地域の事業への協力大分県国東市大分県国東市大分県国東市大分県国東市（249名（参加））新成人が高校3年生の時に呼びかけ募集 （ ）内は新成人数（対象又は参加人数）
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２ 県外の成人式

（1）注目される取組②

拡大する連携範囲拡大する連携範囲拡大する連携範囲拡大する連携範囲神奈川県海老名市神奈川県海老名市神奈川県海老名市神奈川県海老名市（885名（参加））同日開催の還暦式参加者（839名（参加））と交流大阪府岸和田市大阪府岸和田市大阪府岸和田市大阪府岸和田市（2,112名（対象））アトラクション・地域団体・職員等500人が関わる 絆を絆を絆を絆を深める取組深める取組深める取組深める取組岩手県奥州市岩手県奥州市岩手県奥州市岩手県奥州市家族からの手紙，20歳からの手紙島根県海士町島根県海士町島根県海士町島根県海士町（17名（参加））町内で活躍する方たちからの応援メッセージ
地域の魅力を地域の魅力を地域の魅力を地域の魅力を伝える伝える伝える伝える

取組取組取組取組北海道乙部町北海道乙部町北海道乙部町北海道乙部町（31名（参加））町内視察，地域の祭りと同日開催青森県平内市青森県平内市青森県平内市青森県平内市（75名（参加））夏祭りと連動した故郷のＰＲ岩手県田野畑村岩手県田野畑村岩手県田野畑村岩手県田野畑村（36名（参加））観光船クルーズ宮城県仙台市宮城県仙台市宮城県仙台市宮城県仙台市（約6,900名（参加））市内でまちづくり等の活動をする若者の団体や行政部署によるブース設置
思い切った会場思い切った会場思い切った会場思い切った会場設定設定設定設定青森県今別町青森県今別町青森県今別町青森県今別町（12名（参加））北海道新幹線開業前の奥津軽いまべつ駅構内千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市千葉県浦安市（1,463名（参加））東京ディズニーランド千葉県千葉県千葉県千葉県鴨川市鴨川市鴨川市鴨川市（388名（対象））鴨川シーワールド千葉県千葉県千葉県千葉県成田市成田市成田市成田市（1,430名（対象））成田国際空港第2旅客ターミナルビル前中央広場（ ）内は新成人数（対象又は参加人数）

２ 県外の成人式

（２）白保（しらほ）の成人式
幼なじみでつくる，地域への贈り物沖縄県石垣市にある集落で，人口は約1600人。「白保豊年祭」等，伝統行事が数多く継承されている。新成人は20名前後で，参加者全員でつくりあげる成人式は，お正月の２日間をかけて，白白白白保保保保公民館公民館公民館公民館で開催される（※石垣市とは別に開催）。第１日の成人成人成人成人舞踊舞踊舞踊舞踊発表会発表会発表会発表会では，保護者がお酒お酒お酒お酒を手に新成人の舞踊を観覧し，わが子の成長を実感する。第２日の成人祝賀会成人祝賀会成人祝賀会成人祝賀会では，新成人が一人ずつ両親両親両親両親へへへへの手紙の手紙の手紙の手紙を読み上げ皆が涙する。会場には保護者しか入れないが，地域の人が窓に地域の人が窓に地域の人が窓に地域の人が窓に鈴なりとなって様子鈴なりとなって様子鈴なりとなって様子鈴なりとなって様子を見守るを見守るを見守るを見守る。準備には多くの時間と労力が費やされるが，兄弟同然に育った新成人たちが集う最後の機会として，また，普段はなかなか言えない保護者への感謝の気持ちを伝える機会として，重要な役割を果たしている。そのことが，地元住民からも大切な行事として認識されているゆえんになっ地元住民からも大切な行事として認識されているゆえんになっ地元住民からも大切な行事として認識されているゆえんになっ地元住民からも大切な行事として認識されているゆえんになっている。ている。ている。ている。NNNドキュメント ～#2016 ゆばなうれ 石垣島 親子で踊る成人式（日本テレビ）
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２ 県外の成人式

（３）瑞浪（みずなみ）市の成人式
演出にこだわり多くの人が共感岐阜県にある人口約38,900人の市。美濃焼や化石で有名。新成人からなる実行委員20名が企画運営した平成26年度の成人式は，新成人式研究会の第15回成人式大賞2015で成人式大賞を受賞している（成人式大賞については後述）。評価された点は以下のとおり※。

� 式典とアトラクション的な場面を分離せず， 「私達の今」 ， 「ありがとうの手紙」，「成人の火の伝達（先輩からの激励）」，「未来への希望と誓い」，「主催者挨拶等（お祝いの言葉，記念品贈呈）」等，多彩な行事をバランスよく配置した点
� 他の自治体の「感謝の手紙」と異なり「父親」「母親」「弟」［祖父母」「地域の人」「友達」「恩師」に宛てた新成人の感謝の手紙を用意した点
� 前年に大ヒットした曲を成長の記録の映像のBGMに取り入れ，その歌詞を地元弁でアレンジして親しみあるものにする等の創意工夫※第15回成人式大賞2015審査講評（新成人式研究会成人式大賞審査委員会）

３ 県内の成人式

（1）全体的な傾向

特色ある内容特色ある内容特色ある内容特色ある内容 市町数市町数市町数市町数Ａ 新成人が企画立案等に関わる 14Ｂ 将来の新成人が式典等に関わる 7Ｃ 学級担任等を招待する 校種 保育所 1

14※小学校 9中学校 14Ｄ 学級担任等のメッセージを掲載・紹介する 16

新成人者数新成人者数新成人者数新成人者数 市町数市町数市町数市町数（呉市の地区数）（呉市の地区数）（呉市の地区数）（呉市の地区数）
100人未満 2（12）
100人以上500人未満 13（5）
500人以上1000人未満 2（1）
1000人以上 6（0）

多くの都道府県と同様，当センターでも，毎年度２回にわたり，県内の成人式を調査している。まず，平成27年度の調査結果から，県内の成人式の全体的な傾向をまとめる。
規模規模規模規模実施日実施日実施日実施日８月（５市町（５会場））１月（19市町（35会場））※呉市は地区別に実施している。

※多くの市町で，招待状を住民基本台帳記載者のほか，小・中学校卒業者まで送付している。
特色特色特色特色

※複数の校種を選択した市町があるため校種別数の合計と一致しない。
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３ 県内の成人式

（2）成人式大賞を受賞した成人式県内の成人式のうち，全国的に高い評価を受けている成人式として，成人式大賞各賞を受賞した成人式をまとめる。年年年年 応募応募応募応募件数件数件数件数 受賞受賞受賞受賞件数件数件数件数 県内受賞県内受賞県内受賞県内受賞
2001 26 4 ―

2002 ― 11 広島市（アイデア賞）,廿日市市（話題賞）
2003 ― 22 広島市（大賞）
2004 ― 33 ―

2005 ― 32 広島市（奨励賞）,廿日市市（努力賞）
2006 ― 26 広島市（審査委員会特別賞）
2007 ― 50 広島市（貢献賞）,三次市（アイデア賞）,大竹市（話題賞）
2008 83 46 広島市（貢献賞）,三次市（アイデア賞）,三原市（努力賞）
2009 78 34 三原市（企画賞），大竹市（アイデア賞）
2010 82 39 大竹市（アイデア賞）,福山市（アイデア賞）,三原市（企画賞）
2011 79 35 広島市（奨励賞）,三原市（アイデア賞）
2012 ― 32 広島市（奨励賞）,三原市（奨励賞）
2013 89 35 広島市（奨励賞）,三原市（奨励賞）
2014 94 33 三原市（優秀賞）,広島市（奨励賞）
2015 98 36 三原市（優秀賞）,広島市（奨励賞）
2016 ― 32 ―

成人式成人式成人式成人式大賞について大賞について大賞について大賞について…学者，実務家等からなる新成人式研究会が平成13年に設立した成人式表彰制度。毎年，自治体等からの応募を受けて写真及びビデオテープ等をもとに「企画・運営・準備およびアフターケア」や「地域社会の新たな活性化・一層の発展」といった観点で大賞他各賞を選出。他地域の成人式を知る資料ともなっている。
広島市（11回）三次市（２回）三原市（８回）大竹市（３回）廿日市市（２回）

３ 県内の成人式

（3）安芸高田市の成人式

和やかな雰囲気の中で市の未来を考える平成平成平成平成27272727年８月年８月年８月年８月15151515日（土）日（土）日（土）日（土）クリスタルアージョクリスタルアージョクリスタルアージョクリスタルアージョ対象対象対象対象321321321321名名名名 参加参加参加参加199199199199名名名名
� ゆるキャラ「たかたん」や郷土芸能「安芸高田神楽」を配した撮影スポットがあり，「たかたん」の着ぐるみと一緒に写真も撮れる，地域の魅力を身近に感じることができる。
� 会場に流れる安芸高田市民からのメッセージビデオや，安芸高田市各課（保健医療課・商工観光課・生涯学習課）による事業紹介から，安芸高田市の「今」と，若者への期待が伝わってくる。
� 著名人の講演ではなく，安芸高田市で活躍する先輩から，進学や就職時の迷いや失敗，現在の仕事や地域活動の様子がリアルに語られ，安芸高田市での暮らしがイメージできる。 進学や就職で市外にいる新成人たちの帰省に合わせ，夏の開催とすることで，ドレスやスーツで着飾った新成人たちの華やかな記念撮影となった。
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３ 県内の成人式

（4）熊野町の成人式

町への愛着が深まる成人式平成28年１月10日（日）熊野町民会館ふでりんホール対象対象対象対象255255255255名名名名 参加参加参加参加216216216216名名名名実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会 新成人新成人新成人新成人7777名名名名
� 町の特産品「熊野筆」「熊野筆」「熊野筆」「熊野筆」を活用した演出が，町への愛着を深める効果をあげていた。プログラムには，町のゆるキャラ「ふでりん」があしらわれている。式典の前に，熊野東中学校書道部が新成人を祝うメッセージを大書。ホール入口に設けられた模擬投票コーナーでは，来場者216名中189名が投票。テーマ「もっとアピールしたい！熊野町の魅力はどれ？」の選択肢にも「熊野筆」があり，式典の最後に発表された投票結果では他の選択肢「豊かな自然」「地元特産品を使った食べ物」と圧倒的な差をつけて最大票を集めた。

多くの来賓（町議会議員，自治会長，小中学校校長，民生委員，選挙管理委員，社会教育委員等）や保護者の来場があったことで，新成人への祝福が伝わってきた。

３ 県内の成人式

（５）広島市の成人式

新成人一人一人に届ける工夫平成平成平成平成28282828年年年年１１１１月月月月11111111日（月）広島サンプラザ日（月）広島サンプラザ日（月）広島サンプラザ日（月）広島サンプラザ対象対象対象対象11,77911,77911,77911,779名名名名 参加約参加約参加約参加約7,6007,6007,6007,600名名名名実行実行実行実行委員会委員会委員会委員会 新成人等新成人等新成人等新成人等9999名名名名
� 「中学生ごとの同窓会コーナー」では，市内全中学校のプラカードが設置され，約7,600人もの新成人が再会できるよう，コーディネートされていた。
� 実行委員会は，新成人だけでなく，同年代の若者も参加でき，テーマの決定，アトラクションの企画・運営，当日配布用プログラムの企画・編集 ，新成人宣誓、記念品受領等の役割を行う中で，経験を積んだり，仲間作りをすることができる。その他，アトラクション，記念品のデザイン，記念品引換えコーナー等様々な場所で，地元の大学生や中学生が活躍する場が用意されていた。
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４ まとめ

心に残る成人式をめざして①

「変わらないもの」を大切に若者が人生の節目を意識できること，若者に周囲からの「おめでとう」のメッセージが伝わることは，成人式の中心的な価値として大切にしたい。しかし，成人式への期待の高まりとともに，「青少年教育」としての役割を強化することが求められている。
これからの成人式に必要なこと1.1.1.1. 地域の魅力を強く打ち出し，他地域（都会等）との差別化を地域の魅力を強く打ち出し，他地域（都会等）との差別化を地域の魅力を強く打ち出し，他地域（都会等）との差別化を地域の魅力を強く打ち出し，他地域（都会等）との差別化を図る図る図る図ることで，若者をその地域に惹きつけること。2. 地域リーダーの育成や地域活動コミュニティの形成まで視野に入れ，参加者の主体性を高める「参加型」を促進する参加者の主体性を高める「参加型」を促進する参加者の主体性を高める「参加型」を促進する参加者の主体性を高める「参加型」を促進すること。3.3.3.3. 様々な主体を巻き込む様々な主体を巻き込む様々な主体を巻き込む様々な主体を巻き込むことで，地域の人・コミュニティ・仕事・地域活動を「見える化」し，その地域での「暮らし」を具体的にイメージさせること。

４ まとめ

心に残る成人式をめざして②

「成人式」という学習プログラムを作るために
コーディネート公民館等，社会教育の現場では，地域課題を踏まえ，個人の要望と社会の要請をバランス良く配分しながら学習プログラムが作られている。世界に一つの成人式を作る場合にも，このノウハウは応用できる。センター指導者研修では，学習プログラムの企画・立案・評価手法を演習により身に付けることができる。

新成人を中心とした地域の関係づくりに
ファシリテー

ション多様な主体と連携・協働しながら作り上げる成人式では，効果的な場を企画・進行していくファシリテーション技法が必要となる。センター指導者研修では，最新のファシリテーション技法を体験することができる。
センター調査研究

実現へのヒント

センター指導者研修 成人式を活用した地域人材の育成に
参加型学習住民の合意形成やまちづくり参画を促進する手法として発展してきた参加型学習は，成人式を成功させ，さらにその場だけで終わらせることなく地域活性化へとつなげていく方策として導入が進んでいる。センター指導者研修でも，受講者の主体的な学びを促進するために，参加型学習を積極的に取り入れている。
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参考資料①「成人の日」の運営等について（昭和31年総審青第102号中央青少年問題協議会会長から内閣総理大臣あて意見具申）「成人の日」の行事について（昭和31年国社第162号各都道府県教育委員会あて文部事務次官通達）ひろしま未来チャレンジビジョン改訂版（平成27年10月策定広島県総務局経営企画チーム）花巻市HP「花巻市・花巻市成人式記念行事実行委員会が『成人式大賞』を受賞しました」http://www.city.hanamaki.iwate.jp/bunkasports/shogaigakushu/184/p005015.html広報よりい平成28年２月号伊勢原市HP「平成28年成人式」http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2016011500161/国東市HP「久々の再会に笑顔！平成２７年度国東市成人式」https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/catv/seijinsiki.html広報えびな平成28年２月号広報海士平成28年９月号広報おとべ平成27年９月号広報ひらない平成27年９月号広報たのはた平成27年９月号仙台市HP「平成28年成人式の開催について（終了しました）」http://www.city.sendai.jp/kyouiku/syougaku/other/seijinsiki-kaisai.html

参考資料②日本経済新聞2015.8.14記事「新幹線新駅で夏の成人式 青森県今別町」http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H23_U5A810C1CC0000/浦安市HP「平成27年度浦安市成人式の開催結果」http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/seishonen/seijin/1007521.htmlNNNドキュメント ～#2016 ゆばなうれ 石垣島 親子で踊る成人式（日本テレビ）新成人式研究会HPhttp://www.seijinshiki.org/広報あきたかた平成27年10月号熊野町HP「成人式FAQ集 ～よくある質問集～」http://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents/1165307717140/index.html広島市HP「平成２８年広島市成人祭を開催しました。」http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1454906439539/index.html「平成２８年広島市成人祭実行委員会より」http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1455609729658/index.html新しい成人式の創造 企画・運営の手引き（平成13年新成人式研究会・編集）各都道府県ＨＰの成人式関連記事（詳細は添付資料を参照）
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添付資料各都道府県の平成27年度成人式調査結果一覧県番県番県番県番号号号号 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地） 掲載場所掲載場所掲載場所掲載場所 調査内容調査内容調査内容調査内容 市町村市町村市町村市町村 特長特長特長特長松前町 20歳の決意を書に揮毫（きごう）乙部町 町内視察今金町 未来への自分へメッセージ幌加内町 素焼きマグカップの絵付け芽室町 両親からのメッセージ朗読平内町 8/15～8/16に開催している夏まつりと連動した故郷のＰＲ今別町 北海道新幹線の開業に合わせて，開業前の奥津軽いまべつ駅構内を会場に設定（予定）外ヶ浜町 中学校卒業時の担任と学年担任を囲んでの「はたちの学級会」を３学校に分かれて開催する深浦町 1/2成人（10歳）のお手伝いおいらせ町 祝賀会の料理を百石高校食物調理科に依頼して実施。町商工会青年部や町連合婦人会，町青年団，一般公募ボランティア等の協力により全体を運営。翌日（成人の日）に障害者成人式を実施（自宅訪問による）新郷村 講演は村出身者等ゆかりのある先輩方に限定して行っている北上市等 模擬選挙奥州市 家族からの手紙，20歳からの手紙（岩手県立生涯学習推進センター「まなびネットいわて『過渡期を迎える成人式』（H27.3.17発行）」より）当祝者一人ひとりに親や家族からのメッセージを密かに準備してもらい，サプライズで当日に本人に渡したり，全体の前で紹介したりすることで，家族の絆や二十歳を迎えた意味を改めて考える機会とする田野畑村 観光船クルーズ花巻市 （岩手県立生涯学習推進センター「まなびネットいわて『過渡期を迎える成人式』（H27.3.17発行）」より）・開催要項には，その目的が「成人の意義を改めて考え，新成人を祝うとともに，故郷のすばらしさを認識する機会とする」と記されています・実行委員は46名（次年度の対象者が17名）・18回の会議，それ以外に，部会での自主的活動は，延42回・実行委の人的つながりは，OB・OG会の活動に継続され，まちづくり等への関わりへと発展4 宮城県（仙台） http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/seizinindex.html 各市町村の成人式実施日及び対象者数，成人式会場及び主な内容，企画・運営への新成人の参加，成人式実施日の設定理由，記念品贈呈の有無，各市町村成人式担当部署等一覧表，成人式対象者の推移 仙台市 交流の広場（市内でまちづくりなどの活動をする若者の団体や行政部署によるブース設置）男鹿市等 新成人による意見・体験発表鹿角市等 模擬投票北秋田市等 文集発行八峰町 出身中学校でのホームルームを実施－ 1,3,4,5,8月実施１市町村 1/2成人(小学4年生)によるお祝い・励ましの言葉の伝達により成人式が落ち着いた雰囲気のもので充実した式となるよう工夫

成人式該当者数，成人の日の行事への参加対象者数，参加対象区分，成人該当者及び成人式等参加者の最多・最少市町村，成人式実施期日，行事内容，成人式等の運営方法，記念品，成人該当者の推移，管内成人該当者数の内訳成人式を所管する部局，成人式の夏型と冬型，成人式の予定月日，成人の日以外に成人式を実施している理由，成人式の対象者の基準，市・郡別の成人式対象者数，夏型・冬型別成人式対象者数，成人式のテーマ，成人式の行事内容，成人一人当たりの経費，成人式の記念品，成人式の企画・運営の主体，式典座席・写真撮影・会食等について，特色及び運営の工夫について，平成27年度「成人式」調査結果[冬季開催分]，平成26年度成人式調査集計表[実績]期日，会場，記念事業，問い合わせ先

該当者数，生年月日，開催期日，成人式会場，式典有無，成人式当日の行事，今年度の成人式について，実行委員会，成人証の有無，記念品の有無，担当課年別成人式該当者数，年別成人式実施月・市町村地域数，１月11日の「成人の日」に成人式を実施しない理由，成人式が落ち着いた雰囲気のもので充実した式となるよう工夫している点，県内市町村・成人式実施予定期日一覧，年別成人式該当者数の推移

1 北海道（札幌） http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/kishahappyou/H27.12/H27.12.24-111123456321.pdf
2 青森県（青森） http://www.pref.aomori.lg.jp/bunka/education/chosa_seijinsiki.html
3 岩手県（盛岡） http://www.pref.iwate.jp/shougaigakushuu/shakyou/041457.html

5 秋田県（秋田） http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1135555083752/6 山形県（山形） http://www.pref.yamagata.jp/pickup/interview/pressrelease/2015/12/18102008/
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添付資料各都道府県の平成27年度成人式調査結果一覧県番県番県番県番号号号号 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地） 掲載場所掲載場所掲載場所掲載場所 調査内容調査内容調査内容調査内容 市町村市町村市町村市町村 特長特長特長特長－ 出席率平均78.8%大玉村 実行委員手作りの記念品須賀川市等 成人証書，記念誌
8 茨城県（水戸） http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/koho/press/teikyou/h27/0105.pdf 新成人数，成人式の実施期日，成人式の実施市町村 － －－ 実行委員会方式採用市町23/25宇都宮市 地域交流事業…新成人の「地域社会の一員としての自覚」を促すとともに「地域に育てられたことへの感謝の気持ち」を育むことを目的とし，地域の特性を活かした事業等を実施する（現在，各実施委員会にて企画検討中）10 群馬県（前橋） http://www.pref.gunma.jp/houdou/c3000044.html 新成人数，新成人数の推移，「成人の日」記念行事の実施計画状況 － －－ 企画・運営の新成人の参加57/63成人式の実行委員会51/63寄居町 19歳委員（次年度成人式該当者），20歳委員，21歳委員（前年度成人式該当者）が成人式運営委員として，３年間，企画・運営に参加する宮代町 空から撮影した，母校の風景等を動画「思い出の散歩」として上映する松伏町 式典では，成人者代表が「誓いの言葉」宣言を読み上げた後，全員が自分の名前を宣言する川越市 新成人に抱負等を書いてもらい，あらかじめ作成するモニュメントに貼り掲示する(式典当日実施)秩父市 新成人有志の式，ピアノ伴奏による「旅立ちの日に」全員合唱，式典開式前にBGMとして市内中学校校歌を放送本庄市 式典前：中学校時代の音楽祭ＤＶＤ上映，参加者には郷土の偉人塙保己一の検定問題等を配布蕨市 式典の中で市内団体に依頼して，成人することへの思いを歌った『決意』の演奏合唱を行う三郷市 ご家族のために，別ホールでライブビューイングの実施春日部市 （H26年度調査より）市内商店街と連携し，成人式に参加した新成人にクーポンを配布し，商店街でサービスをするなど，地域を挙げて新成人を祝福する－ ・記念行事等をレジャー施設等で実施している市　浦安市（東京ディズニーランド）　鴨川市（鴨川シーワールド）　成田市（成田国際空港第2旅客ターミナルビル前中央広場）・実行委員会・運営委員会等44/79船橋市 似顔絵，シールプリント，コーヒー，恩師メッセージ，未来ポスト，写真撮影，式典モニターの各コーナー松戸市 コンテスト（新成人が特技と郷土愛を披露し合う）八街市 ゆるキャラ看板記念撮影コーナー設置13 東京都（東京） 発見できず。 ― － －

福島県内の「成人式」該当人員数，成人者の年次推移，式典実施期日別市町村数の年次推移，平成28年成人式参加対象生年月日区分別人員数，平成28年成人式典（実施年月日・会場・開催予定時間），記念事業（実施の有無・会場・開催予定時間・事業名称），主な贈呈記念品（品名・贈呈場所），平成27年成人式実施概要（平成27年成人式典実施月日・記念事業実施の有無・該当人員・出席人員・出席率）

埼玉県内の新成人予定者，実施期日，会場，式典・記念行事，企画・運営，新成人への記念品，成人式の出席者への要望事項，特色ある取組，成人式について，市町別調査集計表

「成人の日」の趣旨，本県の新成人者数，市町村における成人式の実施予定（実施日・式典会場数・記念行事・運営方法等について），近年の成人式出席率，市町村別新成人者数一覧，平成28年成人式日時・会場一覧，平成28年成人式記念行事内容一覧，平成28年成人式行事等実施形態一覧表

7 福島県（福島） http://www.syakai.fks.ed.jp/seijin/seijin.htm

11 埼玉県（さいたま） https://www.pref.saitama.lg.jp/f2216/station/h27-seijinshiki.html

12 千葉県（千葉） http://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/press/2015/h28seizin.html

9 栃木県（宇都宮） http://www.pref.tochigi.lg.jp/m06/houdou/28seijinnnohi.html 新成人の対象者，式典の実施日，特徴的な記念行事等について
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添付資料各都道府県の平成27年度成人式調査結果一覧県番県番県番県番号号号号 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地） 掲載場所掲載場所掲載場所掲載場所 調査内容調査内容調査内容調査内容 市町村市町村市町村市町村 特長特長特長特長伊勢原市 成人式実行委員会を組織（新成人19名，前年の実行委員20名計39名）。成人式実行委員OBOG会を組織し成人式のバックアップほか，市や地域の事業への協力などを行っている海老名市 式典後，還暦式と合同で風船とばしを行う綾瀬市 ・当日スタッフとして青少年育成員，ジュニアリーダー，青少年サポーターに受付や会場整理等を依頼・キヤノン株式会社に写真撮影及び配布を依頼・市民俗芸能保存協会，市民サークルにオープニングセレモニーを依頼・人材バンク登録者に着付け直しを依頼・市手話通訳登録者に式典の手話通訳を依頼清川村 ヘリコプターによる郷土空中散策15 新潟県（新潟） http://www.pref.niigata.lg.jp/syogaigakushu/1356809423182.html 実施日，会場，担当課，担当係，電話番号 － 1,3,5,8月に実施16 富山県（富山） 発見できず。 － － －17 石川県（金沢） 発見できず。平成26年度よりhttp://www.pref.ishikawa.lg.jp/kisya/h26/12gatukyoui.html 開催日，参加対象者生年月日，参加対象者数，式典日時，実施場所，成人式主催者名，式典日時，参加対象者人数，実施場所，会場電話番号，県内成人式参加対象者数の推移 金沢市 公民館が主催者となって実施している18 福井県（福井） 発見できず。 － － －19 山梨県（甲府） 発見できず。 － － －20 長野県（長野） http://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/bunsho/bunka/kanren/h28seijinshiki.html 実施期日，市町村数，対象者数，実施場所，担当部署，電話番号，対象予定者数，対象生年月日，前年参加数，実施日選定理由，主催者，主な行事内容 － 1,5,8月に実施来年度，本調査における調査項目の見直しを検討する予定です。羽島市 「光のプロムナード」式典内で新成人代表者が献灯台にろうそく灯す大垣市 成人式式典のインターネットライブ配信関市等 タイムカプセル開封可児市 「三行メッセージ」新成人・市民から事前に募集。当日は読み上げや会場掲示を行い，記念冊子に掲載する坂祝町 「郷土遊覧飛行」ヘリコプターに乗り，故郷を空から眺める御嵩町 「MTK48からのお祝い」MTK48（町内在住65歳以上の方をメンバーとした介護予防体操グループ）による介護予防体操披露とお祝いの言葉瑞浪市 「私たちの今」を あらわすショートムービー，スライドを作成し，実行委員会の生歌に合わせて上映高山市（全地区） 「はたちの思い一行詩表彰」事前に，はたちになっての決意や思いなどを「はたちの思い一行詩」として募集。優秀作品を選定し，全応募作品を掲載した冊子を配布高山市（清見） 「『寿りんご』の贈呈」清見中学校の生徒が育てたりんごを贈る22 静岡県（静岡） 発見できず。 － － －23 愛知県（名古 発見できず。 － － －

新成人数の推移，行事実施日，行事における全体的な特徴，記念品の贈呈，参考（市町村ごとの特徴的な内容など），行事の概要，行事の内容等，行事の特徴，その他（記念品・Web上の情報提供・広報紙での情報提供），前年該当者数

新成人数，新成人の生年月日，成人式の実施期日，主な記念行事，主な記念品，特記事項

14 神奈川県（横浜） http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p988756.html

21 岐阜県（岐阜） http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_17768/seizin28.html
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添付資料各都道府県の平成27年度成人式調査結果一覧県番県番県番県番号号号号 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地） 掲載場所掲載場所掲載場所掲載場所 調査内容調査内容調査内容調査内容 市町村市町村市町村市町村 特長特長特長特長鈴鹿市 広報やポスター等の公募で集まった新成人12名で実行委員会を組織している。５月以降毎月１～２回程度，鈴鹿市役所で実行委員会を開催し，実行委員と市職員で企画運営を行っているいなべ市 いなべ市では中学校区ごとで新成人を開催しています。各会場に実行委員会(実行委員は中学校卒業時に委嘱しています)を立ち上げ，５～６回の会議を行い，企画，運営を行います木曽岬町 成人式実行委員会を数回開催し，記念品や来賓，アトラクションの内容などを決めていく。また，「新成人と語る集い」を開催し，新成人の代表が町長や議長と意見交換し，若者の声を取り入れた町づくりに繋げていく企画をしている津市 市内各中学校から推薦された48人の委員で成人式実行委員会を組織し，津市・津市教育委員会と共に，３者で式の運営を行う。実行委員会は，イベント・司会進行部，しおり作成・受付部，会場装飾部の３つの部に分かれて準備及び運営を行う明和町 ６月号の町広報で新成人の実行委員会を募集を行った。出身小学校６校区の代表者で実行委員会を組織し，９月から月１回をめどに，役場会議室等に19:30から集まり，明和町の担当職員も入り，企画・運営を進めている大紀町 前年度の成人式では乾杯の際にジュースではなく，地元の「大内山牛乳」で乾杯しました伊賀市 市内９ヵ所の中学校区で開催。各地区ごとに新成人を中心とした実行委員会を設置し，式典の企画・運営を行っている。実行委員会は新成人のほか，教育委員会事務局職員，公民館職員，社会教育委員，住民自治協議会などで構成している25 滋賀県（大津） 発見できず。 － － －26 京都府（京都） http://www.pref.kyoto.jp/seisho/news/press/2014/12/27seijinshiki.html 府内新成人数，年月日，時間，会場，新成人数，備考（記念行事の特色等），担当課，電話番号 京都市 新成人代表者による誓いの言葉やお祝いの踊りを実施。第２会場では市内中学校（110校）の看板を設置し，母校等からのメッセージを掲示。大阪市 「みおつくしの鐘打鐘のつどい」公募により選ばれた新成人が市庁舎屋上に設置された「みおつくしの鐘」を20回打ち鳴らす岸和田市 アトラクション団体・地域各団体・職員等約500人が関わる貝塚市 新たに成人を迎える者やOBが自ら企画・運営を行うことで，自分たちの成人としての自覚を促し，新たな交流関係を築くことができる枚方市 市立中学校19校の体育館で実施することにより，地域全体で新成人を祝福し，新成人が地域との関わりを深めてもらう28 兵庫県（神戸） https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20151225_b4c65aa6bca2861049257f2600076dea.html 今回の成人式対象者数，成人式の実施予定状況（実施年月日，実施場所，主催者，参加予定，配布記念品等，主な趣向・プログラム等，担当課，前回対象者人数，前年同期比） － －奈良市 歴代新成人代表，該当年度，次世代，社会人有志で「実行委員会」を設立し，企画運営する天理市 新成人代表者と中学３年生当時の担任教諭代表者とで組織された実行委員会を設置し，成人記念式の企画・運営を行う山添村 新成人一人ずつが抱負を話す。また，小学校・中学校の恩師を招待し，同窓会のように和やかに進める30 和歌山県（和歌山） 発見できず。 － － －31 鳥取県（鳥取） http://db.pref.tottori.jp/pressrelease2.nsf/webview/586767C0E3C66B9349257E8F0024C4C4?OpenDocumenthttp://db.pref.tottori.jp/pressrelease2.nsf/webview/22FA95CED443CF9249257F10002D5C6A?OpenDocument
期日，会場，該当者数，問い合わせ先（担当者），近年の成人式該当者数の推移（夏・冬の合計） － －

32 島根県（松江） http://www3.pref.shimane.jp/houdou/press.asp?pub_year=2015&pub_month=12&pub_day=11&press_cd=7515B709-D2E2-461D-92F2-6E434CECFCA9 成人式の対象数，成人式の期日，成人式に取り入れる内容，記念品，実施主体，対象者の年齢基準，会場，住所，対象者の変遷，内容・記念品 海士町 町出身者や，町内で活躍する方たちからの応援メッセージ

実施日，会場，H28年新成人数，H27年式典参加者，担当部署，連絡先，事前の企画・運営の方法について，当日の特色ある式典内容

平成27年度大阪府内市町村新成人数，新成人数の推移，平成27 年度大阪府内市町村「成人の日」行事（行事名，主催者名，日時，会場，主な内容，所管部（局）課名，電話番号，備考（式典等における特徴的な点，周知方法，昨年度からの改善点）），平成27 年度大阪府内政令指定都市各区「成人の日」行事（主催者名，開催日，場所，主な内容）
担当課，実施月日，新成人数，会場名，会場の所在地，行事の特色等，昨年度新成人数

24 三重県（津） http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/2015120213.htm

29 奈良県（奈良） http://www.pref.nara.jp/16274.htm

27 大阪府（大阪） http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=22800http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=22696
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添付資料各都道府県の平成27年度成人式調査結果一覧県番県番県番県番号号号号 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地） 掲載場所掲載場所掲載場所掲載場所 調査内容調査内容調査内容調査内容 市町村市町村市町村市町村 特長特長特長特長33 岡山県（岡山） http://www.pref.okayama.jp/site/16/302104.html 対象者数，過去５年間の対象者比較，対象者の多い市町数，参加対象範囲，実施期日，実施場所，記念行事，成人式企画運営への青年の参加状況 － 27市町村中21市町村で成人式企画運営への青年の参加あり安芸高田市 地元で活躍している20歳代の方３名に，安芸高田市で頑張っていること，取り組んでいることを話していただく熊野町 選挙に興味を持たせる意味も含めた模擬選挙の実施。選挙テーマは「もっとアピールしたい熊野町の魅力は？」とし，三者択一方式とし，若者の熊野町の将来像を確認し，今後のまちづくりに活かす広島市 実行委員（18歳～22歳）によるアトラクション企画・運営，公募による運営ボランティア（高校生相当年齢の人），近隣中学校の生徒有志による運営補助，会場近くの公園に新成人が出身中学校ごとに集まることができる同窓会コーナー，国歌斉唱や記念品については，市内の音楽専攻や芸術専攻の学生が演奏やデザインを担う35 山口県（山口） http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/press/201512/032966.html 主催・（共催），問い合わせ先，期日，時間，会場，会場所在地，男性・女性・合計，主要記念行事，記念品，企画運営組織，組織構成メンバー，協力団体，協賛行事，その他参考事項 光市 企画運営組織は新成人，ボーイスカウト指導者，オリエンテーリングクラブ，ＢＢＳ会，青年会議所，青少年ボランティア育成協議会，若者有志，専門技術者（舞台技術者・フリーアナウンサー等），中学生リーダー，ジュニア（高校生）リーダーで構成36 徳島県（徳島） http://www.pref.tokushima.jp/docs/2015120800148/ 会場，実施日・時刻，成人式該当者数，行事内容，新成人の企画運営への参加，特色ある取組等，備考 － －37 香川県（高松） http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/dir4/dir4_1/dir4_1_1/wpwtwi151211113651.shtml 期日，時間，場所，案内する成人該当者数，主な内容 － －38 愛媛県（松山） http://ehime-c.esnet.ed.jp/shougai/ 期日 － －39 高知県（高知） http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310401/seijinsiki.html 主な内容，例年と変わった企画や記念品等，日時，会場，成人式参加対象者数（住民票による対象者数），実施団体 － －40 福岡県（福岡） http://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/27seijin.html 成人式対象者数（見込），成人式実施年月日，成人式参加対象者生年月日，主催者，記念品，講演会等を予定する市町村とその内容 － 記念品一人当たり予算額　平均1,565円－ 成人式の開催に当たっては，38会場のうち20会場で新成人を含む実行委員会が設置されています。新成人の実行委員は，公募や中学校時代の生徒会役員，出身中学校からの推薦などで選定され，実行委員会が式典の全ての運営をするところや，式典を二部制にし，第2部を新成人で企画・運営するところなどがあります吉野ヶ里町 佐賀県で行っている418（しあわせいっぱい）プロジェクトの一環として，結婚や子育てについて考えるきっかけづくりにしてもらうショート劇の上演が予定されています42 長崎県（長崎） http://www.pref.nagasaki.jp/press-contents/219808/ 男，女，計，月日，開始時刻，会場名・住所。主催者（役職・氏名等），行事概要，担当課，備考 長崎市 市内の中学校から推薦されて集まった「成人式実行委員会」による，「厳粛であたたかみのある」成人式作りを目指す。担当を各係に分け係での活動も自主的に日程調整しながら開催し，企画立案や啓発ポスター，ネットCM作成など，各係へ割り振られた仕事に自主的に取り組み，またそのような活動を通じて，実行委員会参加者のみならず，ポスターやネットを介した啓発活動を知っていただくことで，実行委員会に参加していない新成人にも社会的意義を認識させる（他，佐世保市，諫早市等で，成人式の意義に触れいている）熊本市 小学生ハンドベル演奏玉名市 案内はがきの色など，細部まで実行委員にて決定玉東町 20歳の歯科検診和水市 町内小・中学生代表者による新成人者への「お祝いの言葉」発表南小国市 新成人30秒スピーチ錦町 一人一言近況報告スピーチ

新成人者数，実施期日，実施場所，記念行事概要，記念品等，特色ある内容の成人式を実施する市町数，特色ある内容の成人式を実施する市町，広島県の新成人者数の推移，平成27年度各市町の成人式に係る連絡先

新成人数，成人式の日程，新成人を含む実行委員会の設置について，その他，新成人数の推移，新成人数と中学校卒業時人数の比較と推移，平成27年成人式日程一覧，主催，共催・後援，開催日，開始時間，終了時間，会場，会場所在地，式典プログラム，記念行事（新成人のみ），記念行事(一般)，記念品，新成人を含む実行委員会の有無，新成人（男・女・総計・著名人，県内で功績を残した者）
主管課等，対象者（男・女・計・出生年月日），対象者選出の資料，実施年月日，実施場所，特色ある取組等

34 広島県（広島） http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/center/seijinsiki.html

41 佐賀県（佐賀） 発見できず。平成26年度よりhttp://www.pref.saga.lg.jp/web/kisha/_85156/_85757.html
43 熊本県（熊本） http://kyouiku.higo.ed.jp/shougai/page4339/
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添付資料各都道府県の平成27年度成人式調査結果一覧県番県番県番県番号号号号 都道府県名都道府県名都道府県名都道府県名（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地）（県庁所在地） 掲載場所掲載場所掲載場所掲載場所 調査内容調査内容調査内容調査内容 市町村市町村市町村市町村 特長特長特長特長大分市 成人記念集会実行委員会（新成人より公募）を組織。式典前のアトラクションとして，新日鐵住金大分吹奏楽団による演奏。式典では，「二十歳のふれあいトーキング」と題し，市長，実行委員２名，ゲストにより，夢や大分市についてトークを行う。その他，祝福のメッセージ（ボーイスカウト・ガールスカウト），「20年間のあゆみ（VTR上映）」等を実施。いこいの道広場では，「出会い・ふれあい交流広場」を開設し，「思い出・記念の広場」「実行委員企画コーナー」等を実施国東市 実行委員会あり。構成団体は成人者の中より集める。集めるのは成人者が高校３年生のときに呼びかけ募集する45 宮崎県（宮崎） 発見できず。 － － －志布志市 新成人者全員のエンドロール放映錦江市 成人式出欠用はがきに成人者の一言メッセージを記入し，式当日会場で掲示後，本人又は親族へ渡す奄美市 高校生ボランティアが大島紬を着用し受付を担当。実行委員が各種紬の日イベントに参加47 沖縄県（那覇） 発見できず。 － － －
平成28年新成人の数，成人式実施期日，平成28年成人式各市町村から特色ある内容として紹介があったもの，平成28年成人式調査集計＜新成人者数，開催日及び開催場所＞
期日，開催場所，男・女・合計，主管部局，対象者，特色ある行事(予定)

46 鹿児島県（鹿児島） https://www.pref.kagoshima.jp/ba07/271217h28seijinnsiki.html
44 大分県（大分） http://www.pref.oita.jp/soshiki/13255/27seijinsiki.html
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