
　

男性 女性 合計 記念品 実行委員募集時の工夫

大 津 市 1月13日
(月・祝)

10:00～11:15 1,840 1,760 3,600 【オープニング】
◎和太鼓パフォーマンス（和太鼓集団　湖鼓ＲＯ）
・新成人に贈る曲（大津シンフォニックバンド）
【式典】
・市民憲章斉唱
・誓いの言葉(新成人代表)
・大津市民の歌（大津児童合唱団）
・新成人に贈る歌（大津児童合唱団）
○全員合唱（新成人、大津児童合唱団、大津シンフォニックバンド）

※昨年度より委託警備員を増員し、警告看板を作成するなど、迷惑行為の防
止に努めている。
※実行委員会で管理するツイッタ―の活用により、成人式に関する様々な情
報提供を行う。

無 ・広報紙「広報おおつ」
　HPでの公募

彦 根 市 1月12日
(日)+B6:MB6:
M6

10:45～11:45 662 648 1,310 【成人式典】
・国歌斉唱、市民憲章唱和
・新成人代表のことば、市長挨拶
・来賓祝辞（市議会議長、衆議院議員）
◎ひこにゃんからのお祝い
◎保護者の方からの手紙～二十歳のあなたへ～（保護者による手紙の朗読）

無 ・広報誌、HP等での公募

12:30～14:05

14:00～15:35

近 江 八 幡 市 1月12日
(日)

14:00～15:30 360 365 725 【第１部　記念式典】
・国歌斉唱、市民憲章唱和、人権擁護都市宣言唱和
・お祝いのことば（市長）
・来賓紹介、主催者紹介
・誓いの言葉（新成人代表）
【第２部　成人式実行委員会企画】
・恩師からのビデオレター上映
・抽選会

無 ・広報誌、HPによる公募
・申込が少ない場合は市内
各中学校に推薦を依頼

・広報「ながはま」による
公募
・各中学校から推薦

※公募ではなかなか集まら
ないので、各中学校へ実行
委員を10名ほど推薦依頼。
そのリストをもとに、市か
ら本人へ交渉

近江八幡市文化会館
大ホール

・生涯学習課
　0748-36-5533

・近江八幡市成人式実行委
員会
→市内在住の新成人

・生涯学習文化課
　0749-65-6552

・新成人を祝うつどい実行
委員会

　実行委員　計31名
　　・長浜会場17名
　　・伊香会場14名

びわ湖大津プリンスホテル
コンベンションホール淡海

・生涯学習課
　077-528-2635

・大津市成人式企画運営会
議

ひこね市文化プラザ
グランドホール

・生涯学習課
　0749-24-7974

【伊香会場】
木之本スティックホール

・アトラクション（５分）
　式典のはじめに新成人を祝うアトラクションを行う。
　出演者は地域で活躍する若者ということで、その方に演奏を依頼
　《長浜会場》新成人によるドラム演奏
　《伊香会場》歌手による歌唱
【第１部　式典】（３０分）
・国歌斉唱・式辞・祝辞・新成人代表による誓いのことば
【第２部　交歓のつどい】（６０分）
　※実行委員による企画・運営のため、会場によって内容が異なる。
　《長浜会場》
　　　思い出のスライドショー、抽選会、ドラム演奏（予定）
　《伊香会場》
　　　思い出のスライドショー、抽選会

　※両会場とも社会貢献活動の一環として、第２部終了後、実行委員
　　による募金活動

無長 浜 市 1月12日
(日)B7:M8

【長浜会場】
ホテル＆リゾーツ長浜（旧：長浜ロ
イヤルホテル）

659 684 1,343

　　令和２年　市町別新成人数および「成人の日」記念行事の概要

開催日 時間 式典会場
新成人数　　（人） 主な内容（市町の回答による）

　○印は、該当市町における新規企画
　◎印は、特色ある企画

担当課連絡先
実行委員会等

資 料



草 津 市 1月13日
(月・祝)

10:30～11:45 875 689 1,564 【オープニング】
・実行委員長からのメッセージ
・新成人へ向けたメッセージ性のある動画
【記念式典】
・決意の言葉
・市民憲章唱和　ほか
【20歳のつどい】
・恩師からのビデオレター
・お楽しみ抽選会

無 ・ＨＰ等による公募および
市内７中学校の先生方から
の推薦

守 山 市 1月13日
(月・祝)

10:00～11:30 447 499 946 ＜成人式典＞10：00　～　10：30
　＊国歌斉唱、市民憲章唱和、市長式辞、来賓祝辞、
　　二十歳の決意、市歌斉唱
　　・司会は、新成人のつどい実行委員が務める。
　　・国歌と市歌を、新成人の代表者1名が壇上で歌う。
＜新成人のつどい＞10：30　～11：30
　＊新成人のつどい実行委員会による企画・運営
　　【内容】
　　　・企業協賛品等をプレゼントする抽選会を行う。
　　　・恩師からのビデオレターを放映する。
　　　・卒業アルバムから作成した思い出スライドショーを放映する。

※危機管理マニュアルを作成する。
※守山署に警察官の立ち寄りを依頼する。

無 ・案内はがき、WEBペー
ジ、広報に募集の記載
・中学３年生時の担任に依
頼

栗 東 市 1月12日
(日)

13:30～15:10 424 371 795 【式典】
◎日本中央競馬会（JRA)の騎手（うますぎる栗東大使）の武豊さんからのビ
デオメッセージ
・開式の辞　・国歌斉唱　・市民憲章唱和　　・式辞
・激励のことば　・来賓のことば　・来賓紹介
・祝電披露　・新成人の誓いのことば　　・閉式の辞
【記念行事はたちのつどい】
・オープニング
・恩師ビデオメッセージ
・抽選会

無 ・広報、HP等で公募

・生涯学習課主催の別事業
に参加した新成人に声をか
け、友人等にも声かけをし
てもらい委員を集めた。

野 洲 市 1月13日
(月・祝)

10:00～12:30 282 252 534 【第１部　式典（音楽成人式）】
◎ミニコンサート
・決意の言葉（新成人代表）　ほか
【第２部　はたちのつどい】
◎レクリエーション（抽選クイズ大会）
・恩師からのメッセージ
・記念撮影

※非常時対策マニュアルを活用

無 ・広報、HPによる公募
・７月１日現在野洲市に住
民記載のある新成人へのは
がきによる募集
・中学校の生徒会経験者へ
の募集案内

湖 南 市 1月12日
(日)

12:00 ～13:00 366 267 633 ・式典
・実行委員会企画

近江下田焼（湯呑）

※地元特産品「近江下田
焼」を記念品とすることで
普及にもつながっている。

・市HPやFacebook、広報、
チラシ等による募集
・地域の方や学校の先生な
どにお願いして紹介しても
らう等の工夫をしている

高 島 市 1月12日
(日)

14:00～15:00 241 237 478 ・実行委員会から新成人への呼びかけ
・式典：開会の言葉・国歌斉唱・式辞・来賓紹介・主催者紹介
　　　　誓いの言葉（新成人代表）・閉会の言葉
・実行委員会によるアトラクション
・記念写真撮影

高島市成人式のしおり
記念写真

・広報誌「広報たかしま」
による募集
・応募した実行委員からの
紹介
・市内各中学校からの推薦

石部文化ホール ・生涯学習課
　0748-77-6250

・湖南市成人式実行委員会
→新成人により構成

高島市民会館 ・社会教育課地域教育連携
室
　0740-25‐8565

・高島市成人式実行委員会
→構成員：14名

【第１部　記念式典】
・市民憲章唱和・市長式辞・来賓祝辞
・新成人誓いの言葉
【第２部　新成人のつどい】
・スライドショー・お楽しみ抽選会　等

無 ・広報紙等による公募
・前年又は当年実行委員か
らの推薦

・社会教育スポーツ課
　0748-69-2248

・甲賀市成人式実行委員会
→出身中学校単位で各２名
程度で構成

シライシアター野洲
（野洲文化ホール）

・生涯学習スポーツ課
　077-587-6053

・野洲市はたちのつどい実
行委員会

栗東芸術文化会館さきら
大ホール

・生涯学習課
　077-551-0496

・栗東市はたちのつどい実
行委員会

甲 賀 市 1月12日
(日)

14:00～16:00 甲賀市あいこうか市民ホール 540 488 1,028

草津クレアホール ・生涯学習課
　077-561-2427

・草津市成人の日記念式
典・２０歳のつどい実行委
員会

守山市民ホール
大ホール

・社会教育課
　077-582-1142

・新成人のつどい実行委員
会



米 原 市 1月12日
(日)

13:30～16:00 210 192 402 ・オープニングアトラクション
（伊吹高校筝曲部の演奏）
・式典
（市長式辞、来賓祝辞、主催者紹介、実行委員紹介、二十歳のメッセージ）
・思い出アルバムの上映
・記念写真撮影
・交歓会

記念写真 ・広報誌、ウェブサイト、
テレビ放送等で公募
・市内各中学校に推薦依頼
を行い、本人に依頼

日 野 町 1月12日
(日)

10:30～12:15 112 101 213 ・オープニング
・アトラクション
　①成人式実行委員のＰＶ・合唱
　②日野中学校音楽部と日野混声合唱団
・恩師との対話
・お礼の言葉
・スライド上映（実行委員会作成、小中学校時のアルバムより）
・誓いの言葉

袱紗 ・町広報紙、HP、メールで
の公募
・各地区公民館からの推薦

竜 王 町 1月12日
(日)

13:00～16:00 114 55 169 【第１部】
・式典
・町民憲章唱和
・誓いの言葉（新成人代表）
【第２部】
・回想20年のスライド放映
・ふれあいパーティー（なつかしの学校給食やお菓子（立食））
・「20歳の自分へ」（中学卒業時に自分へ宛てて書いた作文）を当時の担任
より受取
・恩師の言葉

ボールペン ・町広報に募集掲載
・町青年団に呼びかけ
・実行委員からの声かけ

愛 荘 町 1月12日
(日)

13:00～15:40 137 121 258 式典・開式の辞
　　・国歌（君が代）斉唱
　　・あいさつ（町長、町議会議長、恩師2名）
　　・来賓紹介、祝電・メッセージ披露
　　・新成人の抱負（2名）
　　・閉式の辞
記念写真撮影（大ホールステージ）
恩師からのスピーチ（ビデオレター）
お楽しみ抽選会

新成人のつどい（成人式）
当日の集合写真

・町広報紙、HP・防災無線
にて募集
・中学校卒業時の担任に連
絡をとり、委員候補を推薦
いただいた

豊 郷 町 1月12日
(日)+B26:M26

10:00～12:00 42 47 89 【第１部】・開式の辞
　　　　　・国歌斉唱・町民憲章唱和・成人者報告
　　　　　・式辞（町長）・祝辞（県会議員、町議会議長）
　　　　　・来賓紹介・祝電披露
　　　　　・成人者宣誓・記念品授与・成人者謝辞
　　　　　・閉会の辞
【第２部】・記念撮影
【第３部】・思い出のスライドショー
　　　　　・ビデオレター
　　　　　・恩師からのメッセージ

写真立て
モバイルバッテリー
20歳の扉（新成人の抱負、
恩師からのメッセージ等を
まとめた冊子）

・中学校の先生に紹介して
いただく

豊栄のさと ・社会教育課
　0749-35-8010

・豊郷町成人式実行委員会
→成人式対象者で組織

日野町町民会館わたむきホール虹
大ホール

・生涯学習課
　0748-52-6566

・日野町成人式実行委員会
　（新成人13名）

竜王町公民館
1階ホール

・竜王町公民館
　0748-58-1005

・竜王町成人式実行委員会

ハーティーセンター秦荘 ・生涯学習課
　0749-37-8055

・愛荘町新成人のつどい実
行委員会
→平成23年度町内小学校卒
業生

1,326 ・オープニング
　◎成人式実行委員が作成した動画「二十歳を迎えて」の上映）
・記念式典
　国歌斉唱、市民憲章朗唱、式辞（市長）、祝辞（議長）
　成人式実行委員長 新成人「二十歳の誓い」
・記念ステージ
　◎ユースシアタージャパン（劇団）のダンスと歌のパフォーマンス
※ユースシアタージャパン…
Ｈ21年に閉校した政所小学校舎を借り受け、Ｈ30年から「滋賀シアターアー
ツトレーニングセンター」として開校し活動拠点としている。魅力的な若者
たちが多数集まって、ダンスやミュージカルなどの舞台活動を行っている。
・大凧飛揚／祝新成人飛揚大凧「20畳敷東近江大凧」の飛揚

和菓子
「令和」の出典元である万
葉集にちなんだお菓子

・市広報誌による公募およ
び市内中学校からの推薦

・生涯学習課
　0748-24-5672

・東近江市成人式実行委員
会
→新成人24名

滋賀県立文化産業交流会館 ・生涯学習課
　0749-55-8106

・米原市成人式実行委員会
→市内出身の成人式参加対
象者18名で構成

東 近 江 市 1月12日
(日)

12:00～14:30 八日市文化芸術会館 666 660



甲 良 町 1月12日
(日)

10:30～12:30 37 32 69 【記念式典】
・町民憲章唱和
・町民の歌斉唱
・新成人代表の誓いの言葉
【記念撮影】
【記念行事】
・メモリーアルバム（幼稚園～中学校時代の思い出の写真スライドショー）
・ビンゴゲーム大会

ＤＶＤ（式典当日等の写真
とメモリーアルバムの内容
を収録）

・町広報等で募集して実行
委員会を組織した。

多 賀 町 1月12日
(日)

10:30～13:00 34 34 68 【第１部　式典】
・町民憲章唱和
・式辞
・記念品贈呈
・新成人決意表明　など
【第２部　懇談会】
・小中学校時代の写真のスライドショー
・小学校時代のタイムカプセル開封
○お楽しみ抽選会
※お茶、ジュース、軽食を準備

集合写真
記念Ｔシャツ（昨年度）

・多賀町新成人の集い出欠
報告書の中に、「実行委員
会に　参加する・参加しな
い」を記入する欄を設けて
いる。
・口コミ

8,048 7,502 15,550

15,550

甲良町公民館
２階多目的ホール

・社会教育課
　0749-38-3315

・新成人を祝う集い実行委
員会

多賀町中央公民館　多賀結いの森 ・生涯学習課
　0749-48-8130

・令和2年多賀町新成人の
集い実行委員会


