
令和４年の各市町における「成人の日」式典等の概要

男性 女性 合計
住民票人

数
参加人数 出席率

1 桑 名 市 令和4年1月9日 12:30 13:30～14:30
ＮＴＮシティホール
ヤマモリ体育館

759 737 1,496 1,463 1,092 74.6%
公募による新成人スタッフが、市職員とともに企
画運営を進めている。

新成人の企画したアトラクション（映像企画）

・新成人に対し、マスク着用の徹底、手指消毒、検温の実施
・成人式に従事する職員等の新型コロナウイルス感染拡大防止対策（マスク着用、グローブ着
用等）
・成人式会場の新型コロナウイルス感染拡大防止対策（会場内の換気、着席する間隔をとる
等）

式典内容
・国歌はうたわず、静かに聴いてもらうようにする。
・主催者挨拶（市長挨拶）をビデオメッセージとする。
・来賓の中止
・アトラクションを映像企画のみとすることで、式典時間を短縮させる。

生涯学習・ス
ポーツ課

0594-24-1244

2 四 日 市 市 令和4年1月10日 12:00 13:00～13:40 四日市ドーム 1,533 1,531 3,064 3,164 2,200 69.5%
公募による新成人スタッフが、市職員とともに企
画運営を進めている。

各中学校の恩師からのビデオレター
・入場口での検温・手指消毒
・参加票を提出による、来場者の把握
・座席間隔を十分にあけた会場設営

こども未来課
青少年育成室

059ー354－8247

3 鈴 鹿 市 令和4年1月10日 12:00 13:00～1400
鈴鹿サーキット　国際レーシ
ングコース　グランドスタンド

1,090 1,039 2,129 2,257 1,646 72.9%
公募による新成人スタッフ4名が、市職員ととも
に企画運営を進めている。

鈴鹿市消防団大規模災害対応団員（ライド・エイド）の
活動紹介及び恩師からのビデオレターを上映予定

検温，手指消毒はもちろんのこと，密にならないよう屋外である鈴鹿サーキット国際レーシング
コースグランドスタンドにて開催。

文化振興課 059-382-7619

4 亀 山 市 令和4年1月9日 13:20 14:00～14:50 亀山市文化会館　大ホール 240 249 489 499 354 70.9%
新成人により成人式実行委員会を組織し、企
画・運営にあたっている

恩師からのビデオレター（新成人により作成）
家族席は、同施設内の中央コミュニティセンターに、式典の様子を中継する形で準備する。
会場入り口にサーマルカメラを設置し検温を実施する。
式典の短縮、来賓数の縮小。

生涯学習課
社会教育G

0595-84-5057

5 い な べ 市 令和4年1月8日

大安会場　9:30
員弁会場　10:00
北勢会場　10:30
藤原会場　11:00

大安会場
10:00～10:30
員弁会場
10:30～11:00
北勢会場
11:00～11:30
藤原会場
11:30～12:00

大安会場　大安公民館
員弁会場　員弁コミュニティプラザ

北勢会場　北勢市民会館
藤原会場　藤原文化セン
ター

290 239 529 632 379 60.0%

いなべ市では中学校区ごとで式典を開催してい
ます。
各会場に実行委員会を立ち上げ、3～4回の会
議を行い、企画及び運営を行います。

各会場の実行委員が小学校から中学校までの思い出
の写真などを集めて編集し、式典当日にその思い出の
ビデオをホール内で放映します。

(1) 新成人、その家族及び全職員のマスク着用
(2) 入場時に非接触検温器を用いた体温測定
(3) 受付での接触を避けるため事前に受付票を郵送し、配布物は座席に配置
(4) 参加者全員の連絡先把握
(5) 「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA」及び「安心みえるLINE」への登録促進

教育委員会事務
局　生涯学習課

0594-86-7846

6 木 曽 岬 町 令和4年1月8日 10:00 10：30～11：00 町民ホール 26 20 46 37 27 73.0%

検温と手指消毒とマスクの着用
健康チェック表の提出
式典の短縮と来賓者の制限
新成人が企画する第2部のイベントの中止

教育課 0567-68-1617

7 東 員 町 令和4年1月9日 9:00 10：00～12:30 ひばりホール 115 138 253 281 213 75.8%
公募による成人式実行委員会が中心となり、町
職員とともに運営を進めている。

『三重県指針』に基づく新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行う 社会教育課 0594-86-2816

8 菰 野 町 令和4年1月9日
10:30
14:30

11:00～12:00
15:00～16:00

菰野町町民センターホール 236 216 452 451 373 82.7% 事務局（町職員）が行っている

式の始めに、地域で活躍する和太鼓集団による神楽
演奏を披露している。
また、菰野町出身の有名人（サッカー日本代表　浅野
拓磨選手）によるビデオメッセージを放映した。

午前、午後の２部制とし、中学校区でわけて開催した。また、例年行っていた集合写真を廃止
し、スナップ写真を各自がインターネットで購入する方式とした。

社会教育課 059-391-1160

9 朝 日 町 令和4年1月9日 13:00 13:30～14:30 朝日町体育館 54 48 102 109 94 86.2% 特になし 特になし 体育館使用時の注意事項・密接の防止（新成人２ｍ間隔の確保） 生涯学習課 059-377-2513

10 川 越 町 令和4年1月9日 13:00 13:30～15:00 あいあいホール 78 91 169 180 116 64.4% 成人式実行委員会（新成人）が主となって運営 恩師からのビデオレター（新成人により作成）

・受付での検温・健康チェックシートの提出
・座席を受け付け順の指定席とする。
・来賓の縮小及び保護者の制限（新成人１人につき、１人まで）による会場内のソーシャルディ
スタンスの確保

生涯学習課 059-366-7140

11 津 市 令和4年1月9日
11:30
14:00

12:00～12:30
14:30～15:00

津市産業・スポーツセンター
サオリーナ　メインアリーナ

1,353 1,270 2,623 2,738 1,817 66.4%
各中学校からの推薦により集まった新成人の成
人式実行委員が、市職員とともに企画運営を進
めている。

三重高等学校ダンス部がダンス披露を行う。
会場内での三密を避けるために開催時間をずらして二部制で行う。
閉式後の会場外での三密を防ぐために別会場を使用し新成人の帰路の誘導を行う。

生涯学習課 059-225-7172

12 松 阪 市 令和4年1月9日 9:00 10：00～11：15
クラギ文化ホール、
嬉野ふるさと会館
飯南産業文化センター

736 775 1,511 1,510 1,020 67.5%
新成人による実行委員会を9月より立ち上げ、企
画の協議と準備、開催当日は実行委員による運
営進行を行っている。

実行委員によるＯＰビデオ、恩師からのビデオメッセー
ジ、抽選会等を企画及び制作をしている。今年度実行
委員会のテーマを「20年の友に。これからも共に。」と
決め、式典後にテーマに沿った内容のイベントを検討
している。

3会場を使用して、出身中学校別に分散開催を行う。入口での検温、手指消毒を実施。 生涯学習課 0598-53-4401

13 多 気 町 令和4年1月9日 10:00 10：30～11：45 BANKYO文化会館 71 68 139 149 107 71.8%
公募による新成人スタッフが、町職員とともに企
画運営を進めている。

恩師からのメッセージビデオを上映します。
ビデオで紹介しきれない恩師からのお手紙を１冊にま
とめて配布します。

基本的な感染対策を講じます。 教育課 0598-38-1122

14 明 和 町 令和4年1月9日 9:15
10：00～12：00（予
定）

明和町総合体育館
アリーナ

103 112 215 237 215 90.7%
新成人による成人式実行委員会を立ち上げ、教
育委員会職員と共に企画、運営を進めている。

新成人の中学校時代の恩師を招き、実行委員会主導
でアトラクションを実施してお祝いのメッセージ等をいた
だく。

・ソーシャルディスタンスが保てるよう広い会場の確保。
・式場への来賓のご臨席については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご遠慮いた
だく。

教育課 0596-52-7124

15 大 台 町 令和4年1月9日 12:30 13：30～14：30 グリーンプラザおおだい - - 84 87 68 78.2% 新成人スタッフに受付を依頼、町職員が運営 写真撮影

主催者は、町長、副町長、教育長の３名、来賓は町議長１名のみ。
混雑を避けるため、事前に参加者の体調を管理するための調査票を配布し、受付検温時に確
認。
受付は、新成人を迎える方に担当しているが、状況によっては、教育委員会職員が担当する。
保護者の来場は禁止。

教育課 0598-82-3791

事前の企画・運営の方法について 当日の特徴ある式典内容

令和３年１２月１７日時点

市町名 実施日 実施時間 新型コロナウイルス感染症拡大防止・主な対策受付開始時間
新成人数（住民票） 前年度参加者

連絡先会場 担当部署



男性 女性 合計
住民票人

数
参加人数 出席率

事前の企画・運営の方法について 当日の特徴ある式典内容市町名 実施日 実施時間 新型コロナウイルス感染症拡大防止・主な対策受付開始時間
新成人数（住民票） 前年度参加者

連絡先会場 担当部署

16 伊 勢 市 令和4年1月9日
①11:30
②13：00
③14：30

①12：00～12：30
②13：30～14：00
③15：00～15：30

シンフォニアテクノロジー響
ホール伊勢

- - 1,163 1,204 1,003 83.3%
各中学校代表者及び公募による新成人スタッフ
が、市職員とともに企画運営を進めている。

・実行委員による司会進行
・実行委員によるはたちの誓い
・中学生時代の思い出や恩師の写真を用いたスライド
ショー上映

・式典3部制
・式典のインターネットライブ配信
・各式典の間に業者による消毒作業（ロビー、ホール、来賓控室）など

社会教育課 0596-22-7886

17 鳥 羽 市 令和4年1月9日 10:00 10:30～11:00 市民体育館　サブアリーナ 77 87 164 148 123 83.1%
公募による新成人実行委員会が、市職員ととも
に企画運営を進めている

・中学生の時の恩師に出演いただいたビデオメッセー
ジ上映
・地元の魅力を発見できるチケット抽選会(宿泊券等）
・新成人の主張

・事前申込
・保護者の入場不可
・会場での体調チェック
・県外からの参加者へは、在住する都道府県等の指針を参考にした行動をするよう依頼（HP掲
載）

生涯学習課 0599-25-1268

18 志 摩 市 令和4年1月9日 9:30 10:30～11:30頃
阿児アリーナ
オーシャンホール

189 196 385 383 365 95.3%
新成人で構成する実行委員会にて、企画、運営
を行う。

「成人としての自覚、意識」の他、世代を超える「つなが
り」や、地元との関わりを持つ「まちづくりへの参加」を
テーマとした企画、式典内容

・新成人、主催者、来賓、関係業者以外の入場制限
・来賓招待の制限
・式典のオンライン配信
・新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインによる感染予防、感染拡大防止対策の実施

生涯学習スポー
ツ課

0599-44-0339

19 玉 城 町 令和4年1月9日 10:30 11:00～12:00 玉城中学校体育館 77 90 167 179 153 85.5% 成人式実行委員を公募し、企画・運営を行う。 玉城中学校吹奏楽部がお祝いの演奏を行う。

例年開催していた玉城町中央公民館多目的ホールでは狭いため、密集・密接を避けるため、
昨年度から中学校体育館へ変更した。

帰郷できない方のためにオンライン（Ｚｏｏｍ）による参加が可能。

帰郷に際してＰＣＲ検査を実施した場合、助成を行う。

教育委員会生涯
教育係

0596-58-8212

20 南 伊 勢 町 令和4年1月9日 10:00 10:30～11:30 南伊勢町町民文化会館 39 28 67 89 85 95.5% 成人式実行委員を広報紙等で募集
小中学校の恩師からの手紙と現在の写真を掲載した
冊子を配布。

・式典会場は、人数制限有
・ソーシャルディスタンスをとる（席の間隔を空ける）
・手指消毒液設置
・マスク、手袋を設置
・換気等をする（大型扇風機等）
・非接触の体温計を設置
・国家は歌わず、聞くのみ

教育委員会事務
局

0596-77-0002

21 大 紀 町 令和4年1月2日 10:00 10:30～11:00 ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝホール 38 24 62 66 67 101.5% 実行委員を広報紙等で募集
司会進行を実行委員が行う。
記念写真の撮影

式典時間の縮小
来賓者の縮小
受付でワクチン接種または、ＰＣＲ検査の結果がわかるものを提示
受付で手指消毒、検温、体調等についてのチェックシートの提出
受付及び会場に空気清浄機を配置

教育委員会事務
局

0598-72-4040

22 度 会 町 令和4年1月9日 10:30 11:00～12:30 度会町民体育館 45 38 83 91 72 79.1% 教育委員会事務局が企画・運営

立食パーティーが中止となったため、地元菓子店のお
菓子をプレゼントとしている。また、新成人が映ってい
る町広報の写真や学校に残されている写真を活用して
スライドショーを作成し、スクリーンで流している。

・消毒用アルコール、サーモグラフィーの設置
・事前に出席報告の提出を求め、いざというときの連絡先を把握
・ＰＣＲ検査キットを出席者に配布（ただし、陰性証明を出席要件とはしていない）
・来賓は2年前と比較して削減

教育委員会事務
局

0596-62-2422

23 伊 賀 市 令和4年1月9日 12:30 13:00～13:40

9会場（崇広中学校体育館・
緑ケ丘中学校体育館・城東
中学校体育館・上野南中学
校体育館・あやま文化セン
ター・いがまち公民館・どん
ぐりホール・青山ホール・
島ヶ原温泉多目的ホール）

- - 784 895 643 71.8%

市内9箇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、それぞ
れに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、住民自治協議会代表者など
で構成している。

第1部は市長からのお祝いメッセージ及び市議会議長
からの祝辞映像を9会場それぞれで放映する。第2部
はスライドショーや近況インタビュー等それぞれの中学
校区の実行委員が企画した内容を行う。

体温測定、手指消毒、記念写真や飲み食いの禁止、着席の間隔、定期的な換気、可能な限り
の不織布マスクの徹底、LOGOフォームによるアンケート調査等。
そのほか、第1、第2部合わせての所要時間を40分に限定し、恩師や来賓の招待は行わない。
また、対象者へ送付する案内葉書及び市広報紙、市ホームページには、今後の感染状況に
よっては動画配信に変えての開催になる場合も有り得るため、必ず事前に市ホームページを確
認する旨を明記している。

教育委員会
生涯学習課

0595-22-9679

24 名 張 市 令和4年1月9日 12:15 13:00～13:50 マツヤマSSKアリーナ 362 331 693 720 518 71.9%

新成人で実行委員会を結成し、出された意見に
沿って実行委員が中心となって企画・運営を行
います。10分間のオープニングセレモニーのあと
式典を20分・アトラクションを20分で行います。

アトラクションでは、新成人が中学生の頃の先生にビ
デオメッセージを依頼し、実行委員が撮影・編集を行い
放映します。

・成人式当日のマスクの着用と受付前での検温、手指消毒を実施します。
・会場の椅子、机の消毒と各所でのアルコール消毒液の設置をします。
・入場券となる案内はがきに連絡先電話番号の記入をお願いします。
・会場の密を避けるため、例年より来賓の方等の招待を減らします。
・会場座席をブロック別になるよう設営し、感染者が出た場合の
　対応をブロック別でできるようにします。

文化生涯学習室 0595-63-7892

25 尾 鷲 市 令和4年1月9日 9:30 10:30～11:45 尾鷲市民文化会館 71 51 122 138 102 73.9%
新成人から補修した実行委員会が市職員と共に
企画運営を行っている。

二十歳の想い
恩師からのメッセージ

新型コロナウイルス感染症ガイドラインを作成
入場者の制限
来賓者・主催者の出席を少なくした
開催時間の短縮

生涯学習課 0597-23-8293

26 紀 北 町 令和4年1月9日 9:45 10：30～12：00 紀北町立海山公民館 78 75 153 163 106 65.0%
新成人に司会を務めてもらい、その他、企画・運
営については、

会場の座席制限
検温・消毒
健康チェックシートの提出
主催・来賓者の縮小
プログラムの縮小

生涯学習課 0597-46-3125

27 熊 野 市 令和4年1月3日 9:30 10:00～11:00 熊野市民会館 - - 151 154 75 48.7%
新成人者を対象に、広報くまの（市内全家庭へ
の配布物）を通し、実行委員の希望を募り、成人
式実行委員会を組織し、企画・運営を行う。

上記、実行委員で、司会・進行を進めていく。

・手指消毒・検温
・来賓の数を減らす、時間短縮
・座席（横は１席あける。前後はずらす。）
・入口を分ける
　　　　　　　　　　　など

教育委員会事務
局　社会教育課

0597-89-4110　（内線
418）

28 御 浜 町 令和4年1月2日 12:00 13:00～14:00 御浜町中央公民館 - - 109 74 55 74.3% 教育委員会が企画・運営 出身中学校区別に集合写真撮影を行う。
・家族の入場は、新成人1名につき1名まで
・座席は間隔をあけての着席
・受付は密を避けるため、会場の外で行う

教育課 05979-2-3151

29 紀 宝 町 令和4年1月2日 9:30 10:30～11:30
紀宝町生涯学習センター
「まなびの郷」

65 59 124 139 52 37.4% 成人式実行委員会による企画・運営
中学校の恩師からのビデオレター
実行委員作成の思い出のスライドショー
式典の様子をライブ配信

・マスクの着用、手指消毒の徹底
・検温、症状の確認
　成人式へ参加する前に、健康状態等を把握するための「新型コロナウイルス感染拡大防止
チェックシート」を作成し、事前に対象者に配付。式当日に体温や症状を記入していただき、ご
持参いただく。チェックシートは、新成人用と保護者等用の２種類作成。
・会場の定期的な換気
・会場への入場制限
　会場への入館は、新成人１人あたり保護者等１人までとする。
・式典の様子をライブ配信

教育課
（生涯学習室）

0735-32-0241


