
　

男性 女性 合計

大 津 市 1月10日
(月・祝)

11:00～11:45 1,829 1,701 3,530 【式典】
　開式の辞
○国歌斉唱（びわ湖ホール声楽アンサンブル所属歌手と希望する参加者）、
　市民憲章朗読（新成人代表）、式辞（市長）、祝辞（議長）、
　誓いの言葉（新成人代表）、新成人に贈る歌（大津児童合唱団）、
　20歳（はたち）のつどい企画運営会議企画、閉式の辞

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・３ホールでの分散開催
・式典の様子をインターネット配信
・事前申込制により参加者の把握
・検温、手指消毒
・もしサポ滋賀の活用

・無 ・「広報おおつ」および
ホームページによる公募

・20歳

彦 根 市 1月9日
(日)

【第１部】
10:20～10:50

【第２部】
12:30～13:00

【第３部】
14:40～15:10

683 581 1,264 【成人式典】
・国歌　　※音声入りCDの放送のみ
・市民憲章　　※代表者による読み上げのみ
・新成人代表の言葉　　※各部代表による挨拶
・式辞(市長)
・祝辞(市議会議長)
・実行委員会企画動画の上映
★式辞、祝辞、実行委員会企画動画等は、式典への参加を自粛される方等のために、事前録
画した動画を式典当日からホームページで公開する予定。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・マスク着用　・手指消毒　・会場内の消毒　・座席の間隔　・来場者の検温
・ＱＲコード受付　・換気　・もしサポ滋賀等の活用
・新成人以外の来場者の入場規制　・式典時間の短縮
・式典への参加を自粛される方への配慮（ビデオメッセージの配信等）
・中学校区を3つに分けて開催　・フィジカルディスタンスの確保
・入場から退場まで一方通行　・配布物の厳選とＷＥＢの活用
・式典後の飲食・飲酒機会等の注意喚起

・無 ・広報誌、ホームページ、
実行委員候補者名簿（中学
校卒業時に作成）

・20歳

①11:00～12:00

②14:30～15:30

③12:00～13:00 ③浅井文化ホール

④13:00～14:00

近江八幡市 1月9日
(日)

【第１部】
12:30～13:00
【第２部】
15:30～16:00

「令和４年(2022年)近江八幡市成人式」

近江八幡市文化会館　大ホール

398 338 736 【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）
・主催者紹介
・誓いのことば（新成人代表）

【成人式実行委員会企画】
・抽選会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・参加票（案内はがきを案内状兼参加票とする）への連絡先記入及び提出
・入場時の検温（３７．５度以上ある方は入場不可）とマスク着用の確認、アルコールによ
る手指消毒の実施
・入退場時のソーシャルディスタンスの確保、式典後の速やかな退場と密集の回避
・一定間隔を保っての着席
・式典中の会場の換気

・無 ・広報誌及び市ホームペー
ジに募集記事を掲載。申込
が少ない場合は市内各中学
校に実行委員の推薦を依頼
する。

・20歳

長    浜    市 1月9日
(日)

④木之本スティックホール

・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

◎３会場（全４回）にて開催
【式典】（２０分）
・国歌清聴、式辞、祝辞、新成人代表による誓いのことば
・交歓のつどい（４０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。
　（各部ごとに抽選会や思い出スライドショー、恩師からのビデオメッセージなどを企画）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・市が定めているイベント開催における感染症拡大防止ガイドラインに基づいた対策を実
施。
・密接、密集、密閉を回避するために、３会場に分け、全４回の実施。
・開催時間についても６０分に時間を短縮して実施。
・全会場にてサーマルカメラにて検温。
・受付時、接触を減らすため案内はがきを中学校ごとにポストに入れてもらう等の対策。
・YouTubeでのライブ配信。
・来賓の縮小、新成人以外の来場者入場規制。

・無

・生涯学習課
　0749-24-7974

・令和４年新成人のつどい
実行委員会８名（新成人有
志）

②長浜文芸会館（2部）

661 657 1,318「令和４年新成人を祝うつどい」

①長浜文芸会館（1部）

市ホームページによる公募
および各中学校からの推薦

各中学校へ実行委員を１０
名ほど推薦いただくよう依
頼。そのリストをもとに市
から本人に案内を行い、新
成人が回答しやすいよう参
加の諾否をＱＲコードから
の回答とした。

・20歳 ・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６３名(①10
名・②15名・③22名・④16
名)
構成員：新成人（各中学校
から２～１０名）

　　令和４年「成人の日」に関する調査結果（令和３年12月１日現在）

開催日 時間 行事の名称
式典会場

新成人数　　（人）
 　　　　　主な内容（市町の回答による）
　　    　　　 ○…該当市町における新規企画
　　     　　　◎…該当市町における特色ある企画
    　　 　新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫

担当課連絡先
実行委員会等

実行委員募集時の工夫記念品
令和４年度以降の
「成人の日」対象
年齢の予定

【資料提供用】

「令和４年大津市２０歳（はたち）のつ
どい」

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

・生涯学習課
　077-528-2635

・大津市２０歳（はたち）
のつどい企画運営会議

「令和４年　新成人のつどい」

ひこね市文化プラザ　グランドホール



　

男性 女性 合計

開催日 時間 行事の名称
式典会場

新成人数　　（人）
 　　　　　主な内容（市町の回答による）
　　    　　　 ○…該当市町における新規企画
　　     　　　◎…該当市町における特色ある企画
    　　 　新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫

担当課連絡先
実行委員会等

実行委員募集時の工夫記念品
令和４年度以降の
「成人の日」対象
年齢の予定

草 津 市 1月10日
(月・祝)

【午前の部】
10:30～11:20

【午後の部】
13:30～14:20

831 716 1,547 【オープニングセレモニー】
　新成人へ向けたメッセージ性のある動画
　実行委員長挨拶
【式典】
　市長式辞、議長祝辞、来賓紹介、決意の言葉、市民憲章、ほか
【２０歳のつどい】
　　恩師のビデオレター、お楽しみ抽選会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・２部（午前・午後）分割開催　　・来場者マスク着用
・開催時間の短縮（１回７０分→５０分）　　・手指消毒（消毒液設置）
・会場の設備消毒　　　・入場時検温（サーマルカメラ、非接触型体温計）
・扉解放　　　　　　　・受付時のソーシャルディスタンス確保
・コロナ対策アプリ（もしサポ滋賀、Ｃｏｃｏａ）活用
・来場者の連絡先確認

・無 ・ＨＰによる公募および市
内７中学校の先生方からの
推薦

・20歳

守 山 市 1月10日
(月・祝)

9:00～14:00

【午前・午後の
２部開催】

461 510 971 【成人式典】
　　＊国歌独唱、市民憲章独唱、市長式辞、来賓祝辞、二十歳の決意
　　　・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】（新成人のつどい実行委員会による企画、運営）
・新成人クイズの実施。
・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。）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・実行委員会は、Zoomによるリモート会議で実施。　・午前午後の２部開催
・会場定員の半分以下での実施。　・入れ替わりでの消毒の実施。
・配布物は封筒に入れて、イス上に配置。
・YouTubeにおけるリアルタイム動画配信
・当日はスタッフ・実行委員共に全員マスクを着用。
・入退場の誘導、密回避の仕方について、導線など、きめ細やかな計画の立案と、会場・ス
タッフへの入念な説明の実施。
・もしサポ滋賀・COCOAの導入　・WEBページでの詳細な説明。
・他市町との情報交換及び県内情勢の把握
・会場外での密回避の為、新成人への協力要請のアナウンスと敷地外への追い出し

・無 ・昨年度の実行委員からの
紹介、元担任への依頼、WEB
ページ・はがき・広報での
周知

・20歳 ・社会教育課
　077-582-1142

・新成人のつどい実行委員
会（新成人による構成）

1月9日(日)
【第１部】
13:00～13:25

【第２部】
15:00～15:25

「令和４年　草津市成人の日記念式典お
よび20歳のつどい」

草津クレアホール

「守山市成人式　新成人のつどい」

守山市民ホール 　大ホール

・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

栗    東    市 ・実行委員会を組織してい
ない。

・20歳 ・生涯学習課
　077-551-0496

・実行委員会を組織してい
ない。

「令和４年　栗東市成人式」

栗東芸術文化会館さきら (大ホール)

424 419 843 【式典】
・開式の辞
・国歌斉唱
・市民憲章唱和
・式辞
・来賓祝辞
・来賓紹介
・祝電披露
・新成人の誓いのことば
・閉式の辞

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
【式典・会場関係】
・記念行事を実施せず、式典のみとする。
・座席については、１席ずつ空けて着席する。
・会場内は空調設備による強制換気を実施。また、出入口の扉については常時開放する。
・国歌斉唱は音楽を流すのみにし、市民憲章唱和は司会者が朗読をするのみとする。
・式典終了後の退場は会場出口に殺到しないよう、その後の集合写真の順（小学校区毎）に
案内する。
・来賓は舞台に上がっていただく市議会議長と県議会議員（２名）及び客席には市議会議員
と恩師とする。
【参加者関係】
・参加者には事前の案内でマスクの着用、新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合や体
調不良時には参加しないよう呼びかける。
・他地域から参加を希望される方について、居住地域に緊急事態宣言が発令されている場合
や他地域への移動を自粛要請されている場合は参加しないように呼び掛ける。
・受付・入場時にマスク着用確認（不所持の場合は配布する）、手指消毒の実施、検温（非
接触温度計にて実施する）を行う。なお、体温が37.5℃以上を計測した場合については、会
場への入場を禁止する。
・新型コロナウイルス感染症対策「もしサポ滋賀」・接触確認アプリ「COCOA」の活用を参
加者にお願いする。

・記念冊子



　

男性 女性 合計

開催日 時間 行事の名称
式典会場

新成人数　　（人）
 　　　　　主な内容（市町の回答による）
　　    　　　 ○…該当市町における新規企画
　　     　　　◎…該当市町における特色ある企画
    　　 　新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫

担当課連絡先
実行委員会等

実行委員募集時の工夫記念品
令和４年度以降の
「成人の日」対象
年齢の予定

野 洲 市 1月10日
(月・祝)

10:00～10:30 275 228 503 【式典】
　お祝いの言葉（市長）
　決意の言葉（新成人代表）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・プログラムの簡素化による時間短縮
・入場前の検温
・マスク着用、手指の消毒
・座席間隔の確保
・来賓、恩師の招待、及び保護者の参加を制限
・「もしサポ滋賀」および「接触確認アプリ」の登録の周知啓発

・無 ・広報およびホームページ
による募集
・７月１日現在野洲市基本
台帳に記載のある新成人へ
のハガキによる募集
・中学校の生徒会経験者へ
の募集案内

・20歳

湖 南 市 1月9日
(日)

【第１部】
11:15～12:30

【第２部】
13:45～15:00

291 266 557 【第１部】（石部・甲西中学校区に在住の人）
11時15分　受付・入場開始
12時00分　式典開始
　　　　　・国歌（音源流すのみ・斉唱なし）
　　　　　・市長式辞
　　　　　・来賓・主催者・祝電紹介
　　　　　・新成人代表誓いの言葉
12時15分　実行委員企画開始
　　　　　・抽選会
12時30分　実行委員企画終了

【第２部】（甲西北・日枝中学校区に在住の人）
13時45分　受付・入場開始
14時30分　式典開始
　　　　　・国歌（音源流すのみ・斉唱なし）
　　　　　・市長式辞
　　　　　・来賓・主催者・祝電紹介
　　　　　・新成人代表誓いの言葉
14時45分　実行委員企画開始
　　　　　・抽選会
15時00分　実行委員企画終了

・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。

・公募（市ホームページ
や、広報、チラシ等で募集
している）
・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。

・20歳

・20歳478甲 賀 市 1月9日
(日)

14:00～15:30 「令和４年甲賀市成人式」

※社会的距離の確保など３密（密閉・密
集・密接）回避のため、以下の３会場分
散開催とする。

あいこうか市民ホール（メイン会場）
碧水ホール（LIVE配信）
甲南情報交流センター（LIVE配信）

「令和４年野洲市成人式」

シライシアター野洲（野洲文化ホール）
大ホール

・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

「令和４年（2022年）湖南市成人式」

市民学習交流センター（サンヒルズ甲
西）

・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

918 【第一部　記念式典】
・開　式
　　 国歌斉唱
　　 市民憲章唱和
　　 市長式辞
　　 来賓祝辞
　　 来賓紹介
　　 主催者紹介
　　 新成人誓いの言葉
　 閉　式

【第二部　記念イベント～新成人のつどい～】
・お楽しみ抽選会
　新成人による、新成人のための運試し企画《新成人が「みんなで」楽しむ時間》
　会場ごとにお楽しみ抽選会を実施

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・会場分散開催（３密防止・メイン会場より他２会場へLIVE配信）
・会場内の換気（入口扉の開放など）
・座席の間隔を空ける（身体的距離の確保）
・当日発熱や風邪の症状がある場合は参加見合わせを呼びかけ
・入場前の検温、手指の消毒
・事前に送付した案内状を受付にて提出（入場者氏名・住所・連絡先の確認）
・新型コロナウイルス接触確認アプリ利用の啓発

・市広報紙、市ホームペー
ジでの公募
・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・各２名
程度で構成

・無440



　

男性 女性 合計

開催日 時間 行事の名称
式典会場

新成人数　　（人）
 　　　　　主な内容（市町の回答による）
　　    　　　 ○…該当市町における新規企画
　　     　　　◎…該当市町における特色ある企画
    　　 　新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫

担当課連絡先
実行委員会等

実行委員募集時の工夫記念品
令和４年度以降の
「成人の日」対象
年齢の予定

①15:00～16:15

②16:00～17:15 ②高島市民会館

米 原 市 1月9日
(日)

【第１部】
12:30～13:30

【第２部】
15:00～16:00

225 212 437 ①オープニングアトラクション
②式典（市長式辞、来賓祝辞・紹介、主催者紹介、実行委員紹介、二十歳のメッセージ）
③思い出アルバムの上映
※成人式の様子をYouTubeで録画配信することを検討中

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・２部制による人数の分散(１会場での２部開催)
・プログラムの簡素化による時間短縮
・集合写真の撮影を取りやめ、代わりに記念品を配布
・座席間隔の確保　　・会場内の消毒、換気
・検温の実施　　　　・手指の消毒
・マスク着用の徹底　・もしサポ滋賀の登録の周知啓発

・タンブラー
（オリジナル
ロゴ入り）

・各中学校に推薦してもら
い、本人への就任依頼を行
う。
・市HP、広報による公募

・20歳

日 野 町 3月20日
(日)

10:00～12:00 98 104 202 ・開会宣言、
◎アトラクション
　①合唱（日野中学校音楽部、日野混声合唱団（予定）
　②実行委員企画のアトラクション（内容未定）
・恩師との対話
・お礼の言葉
・スライド上映（小・中学校の卒業アルバムを使用して実行委員が作成）
・誓いの言葉
・記念撮影

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・基本的な感染対策（マスクの着用、アルコール消毒、検温等）の実施
・式典への参加を自粛された方のためにインターネットでのライブ配信を行う予定です
・受付時間等の密接を避けるため、受付時間を長くする
・座席間隔の確保、保護者等入場者の制限
・参加者全員に健康チェック表の提出を求める
・体調不良者には参加しないよう呼びかける
・記念写真の申込方法をオンラインに変更
・新型コロナウイルス対策アプリの利用啓発

・袱紗（予
定）

・ホームページ
・公民館への推薦依頼
・広報紙　　　　　など

・20歳

1,233 ・オープニング動画（実行委員製作）、開会宣言、国歌斉唱、東近江市民憲章朗唱
　東近江市長式辞、東近江市議会議長祝辞、新成人「二十歳の誓い」
◎二十畳敷大凧飛揚

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・大ホールおよび展示室を会場とし、人を分散させる
・体調管理の呼びかけ　　・手指消毒
・マスクの着用呼びかけと配布
・事前申込みによる参加者把握
・入場券に体温の記載を求めることで受付の簡素化、受付時の検温省略
・密を避けるための人の動きを管理する工夫
・受付を複数個所つくることでできるだけ受付での密を避ける
・受付の簡素化（記入等はなし）
・記念ステージを中止することで式典時間を短縮
・式典のYouTubeライブ配信

「令和４年米原市成人式」

米原市民交流プラザ（ルッチプラザ）

607 ・20歳「令和３年度　東近江市成人式」

東近江市立八日市文化芸術会館

「令和４年日野町成人式」

町民会館わたむきホール虹

※会場ホールが改修工事中の為
３月に開催

【式典】（30分）
・開式
・国歌
・式辞
・来賓紹介
・誓いのことば
・閉式
【写真撮影】（45分）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
①入場前の検温
②マスクの着用（記念写真撮影時以外）
③消毒用アルコールの設置
④次第等の配布物にかえてスマホによる閲覧
⑤座席はできる限り間隔をあけて着席いただくよう周知
⑥来賓の縮小
⑦ご家族等の観覧禁止（配慮が必要な方を除く）
⑧新成人アトラクションは実施なし
⑨式典後の会食等の自粛要請

・記念写真 ・市の広報、ＨＰ ・20歳

・実行委員が
デザインした
柄のトート
バッグ

東 近 江 市 1月9日
(日)

12:00～14:00

・生涯学習課
　0748-52-6566

・令和４年日野町成人式実
行委員
　（新成人14名）

・生涯学習課
　0749-53-5154

・令和４年米原市成人式実
行委員会（新成人22名）
→市内出身の成人式参加対
象者で構成

「令和４年高島市成人式」

①ガリバーホール

626 ・各中学校より推薦された
人へ案内を送付し、立候補
を募る。

・生涯学習課
　0748-24-5672

・東近江市成人式実行委員
会（成人式対象者）

・社会教育課
　0740-25-8565

・令和４年高島市成人式実
行委員会

469高    島    市 1月9日
(日)

251 218



　

男性 女性 合計

開催日 時間 行事の名称
式典会場

新成人数　　（人）
 　　　　　主な内容（市町の回答による）
　　    　　　 ○…該当市町における新規企画
　　     　　　◎…該当市町における特色ある企画
    　　 　新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫

担当課連絡先
実行委員会等

実行委員募集時の工夫記念品
令和４年度以降の
「成人の日」対象
年齢の予定

竜 王 町 1月9日
(日)

13:00～16:00 119 60 179 【第１部】※町教育委員会主導
　・式典
　・記念撮影
【第２部】※実行委員主導
　◎20歳の記念動画放映（実行委員作成）　※幼小中の写真等利用
　◎「20歳の自分へ」（中学卒業時に自分に宛てた作文）を担任より受取
　・恩師の言葉
　◎ビンゴ大会
　・校舎や校庭等で写真撮影（指定教室等で自由に撮影可）
　○今年初めて、企業協賛を実施
　　→企業からの協賛金や協賛品をビンゴ大会の景品として活用

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・会場を公民館より広い町立中学校体育館にて実施
・第1部式典の短縮（来賓制限、挨拶短縮、アトラクション中止等）
　→コロナ禍式典の時短を行ったことで、今後も時短での開催を視野に入れている
・来賓や主催者の控室を撤廃
（体育館2階に控席を設置するが、臨席案内には開式10分前の来場を依頼）
・感染症対策として、マスク着用・消毒実施・検温・換気の徹底
・受付場所の増設と受付時間の拡大（例年30分→1時間受付時間を長くとる）
・当日の出席者を把握するため、事前に出欠をとり、名簿を作成する。
・「もしサポ滋賀」のQRコードを自席にて読めるように配置予定。
・コロナ禍でない場合は、立食パーティーとして「なつかしの給食」を提供していたが、コ
ロナ禍で飲食が難しいことから中止

・タンブラー
（300ｍｌ）

・町広報紙に募集掲載
・町青年団に呼びかけ
・実行委員からの声かけ
　　　　　　　　等

・20歳

愛 荘 町 1月9日
(日)

13:00～14:10 145 107 252 ・受付時間　　　　　　12時30分～
・式典開始時間　　　　13時00分～
【式典：司会進行＝新成人のつどい実行委員会より2名選出】
・開会の辞　　　　　　実行委員会より１名
・国歌斉唱（君が代）　伴奏：新成人のつどい実行委員会より1名選出
・主催挨拶　　　　　　愛荘町長より挨拶
・来賓祝辞　　　　　　滋賀県議会議員　　愛荘町議会議長　より祝辞
・来賓紹介　　　　　　滋賀県議会議員　　愛荘町議会議長
　　　　　　　　　　　愛荘町議会教育民生常任委員会委員長
・主催者紹介　　　　　愛荘町長、愛荘町教育委員会教育長
　　　　　　　　　　　愛荘町教育委員会教育長職務代理者
　　　　　　　　　　　愛荘町教育委員（３名）
◎新成人の抱負　　　　新成人のつどい実行委員会　委員長・副委員長
・閉会の辞　　　　　　実行委員会より１名
式典終了
・第２部としてビデオレター鑑賞
14:10　終了予定

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・来賓者の人数を縮小
・式典会場への入場制限（付き沿いの人数を限定）
・式典会場での検温（置き形検温機設置予定）、アルコール消毒の徹底
・受付時間の短縮（式典内の冊子のみ配布）
・事前に参加者の把握（参加報告書を送付：往復はがき）
・座席の間隔を一定の距離空ける
・参会者全員が必ずマスクの着用をしている

地元近江の麻
を使用した袱
紗

・町ホームページでの掲載
募集
・町広報での掲載募集

・20歳

豊 郷 町 1月9日
(日)

10:00～12:00 33 49 82 【第１部】
・開式の辞
・国歌（音声を流す）・町民憲章（司会者読み上げ）・成人者報告
・式辞(町長)・祝辞 (県会議員、町議会議長)
・来賓および主催者紹介・祝電披露・成人者宣誓・記念品授与・記念品受取
・成人者お礼の言葉・閉式の辞
【第２部】
・記念撮影
【第３部】
・思い出のスライドショ―、ビデオレター

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・受付時に出席者の氏名　　　・連絡先を収集して名簿を作成する。
・入場時に検温を行う。　　　・写真撮影時以外でのマスク着用を呼び掛ける。
・ホールの座席制限を行う。　・来賓および恩師の招待を制限する。
・プログラムの簡素化による時間短縮を行う。
・「もしサポ」のＱＲコードを掲示する。
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（略称COCOA）のチラシを掲示する。

・グラス ・ホームページでの募集
・中学校の先生からの紹介

・20歳 ・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

・生涯学習課
　0749-37-8055

・新成人のつどい実行委員
会

「新成人の祝典」

竜王町立竜王中学校体育館

「令和４年豊郷町成人式」

豊栄のさと

・竜王町公民館
　0748-58-1005

・竜王町成人式実行委員会
→令和４年新成人代表11名

「令和４年（令和３年度）　新成人のつ
どい」

愛荘町立ハーティーセンター秦荘
大ホール



　

男性 女性 合計

開催日 時間 行事の名称
式典会場

新成人数　　（人）
 　　　　　主な内容（市町の回答による）
　　    　　　 ○…該当市町における新規企画
　　     　　　◎…該当市町における特色ある企画
    　　 　新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫

担当課連絡先
実行委員会等

実行委員募集時の工夫記念品
令和４年度以降の
「成人の日」対象
年齢の予定

甲 良 町 1月9日
(日)

10:30～12:00 39 41 80 ・記念式典
　①開会宣言
　②甲良町民憲章唱和
　③主催者挨拶（甲良町教育委員会教育長）
　④お祝いの言葉（甲良町長）
　⑤恩師・主催者の紹介　⑥祝電披露
　⑦新成人代表誓いの言葉（新成人代表）
・写真撮影(新成人のみ）
・記念行事
　①メモリーアルバム～スライドでつづる思い出の場面～
　②ビンゴゲーム大会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・入場前の検温　　　　　　　・マスク着用の厳守
・手指消毒の徹底　　　　　　・体調チェックシートの記入、提出
・入場前の検温実施　　　　　・フィジカルディスタンスの確保
・会場の換気　　　　　　　　・新成人１人について家族１名まで入場許可
・式典時間の短縮

・思い出の写
真と当日の写
真を入れた記
念DVD（後日送
付）

・甲良町広報のみ ・20歳

多 賀 町 1月9日
(日)

10:30～12:30 84 【第１部】
　式典
　国歌静聴
　多賀町町民憲章唱和
　新成人の報告
　主催者式辞
　激励の言葉および記念品の贈呈
　来賓祝辞
　来賓紹介
【第２部】
　実行委員紹介
　恩師紹介
　アルコールパッチテスト
　動画上映
　抽選会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止に関わっての工夫
・十分な座席間隔の確保
・マスクの着用（写真撮影時以外、常時着用）
・消毒液の設置
・体温測定の実施
・水分補給以外の飲食の禁止
・保護者の立ち入り人数の制限（一家族につき、一名まで）

・記念冊子 ・町広報誌での周知、対象
者への送付

・20歳

人数合計

町外転出者につい
ては出席確認時に
性別を確認してい
ないため、正確な
男女比は不明

令和３年度「新成人を祝う集い」

甲良町公民館２Ｆ多目的ホール

・社会教育課
　0749-38-3315

・新成人から募集し、組織
されたメンバー「新成人を
祝う集い」実行委員会

「令和４年多賀町新成人の集い」

多賀町中央公民館「多賀結いの森」
ささゆりホール

・生涯学習課
　0749-48-8130

・令和４年多賀町新成人の
集い実行委員会

15,205


