
各市町における「成人の日」式典等の概要（令和３年４月２２日時点） 各市町における運営方法・新型コロナウイルス感染症対策等

住民票人
数

参加人数 出席率

1 桑 名 市 令和3年1月10日 12:30 13：30～14：30 1,463 1,597 1,263 79.1%
ＮＴＮシティホール（桑名市民会館）
ヤマモリ体育館（桑名市体育館）

生涯学習・ス
ポーツ課

0594‐24‐1244
公募による新成人スタッフが、桑名市
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）

・１会場（ＮＴＮシティホール）から２会場（ヤマモリ体育館を追加）へ分散開催
・新成人に対し、マスク着用を必須にする等の対応
・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
・成人式会場の新型コロナウイルス感染拡大防止対策
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
・例年アトラクションについてはいろいろな提案があるが、令和３年は映像企画のみとし、式典の時間短縮となるようにした。

2 四 日 市 市 令和3年1月10日
第1部　10：30
第2部　14：00

第1部
　11：30～12：15
第2部
　15：00～15：40

3,164 3,131 2,200 70.3% 四日市市文化会館
こども未来部こ
ども未来課青少
年育成室

059-354-8247

・文化会館での開催が中止となった場合は、主催者と10名の成人式企画委員で四日市市総合会館にて式を執り行い、式典
をオンライン配信する。
・3密をさけるために2部制で行う。
・全席指定制及びインターネットによる事前申し込み制をとる。
・1部と2部の間でホール内の消毒作業を行う。
・会場は定員の半分以下にし、式典時間も1部あたり例年の半分の40分にする。

3 鈴 鹿 市 令和3年1月10日 13:00 14：00～15：00 2,243 2,215 1,148 51.8%
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

文化スポーツ部
文化振興課

059-382-7619
公募で集まった実行委員を中心に７月
上旬頃から実行委員会を開催し，企
画・運営

公募で集まった実行委員の企画によ
るイベント、大規模災害対応団員（ライ
ドエイド）の活動紹介，中学校恩師か
らのビデオレター

・「イスのサンケイホール鈴鹿（市民会館）」から「鈴鹿サーキット」に変更した。
・来賓の数を縮小した。
・毎回リモート会議に変更できるように用意をしている。※実際，リモート会議を２回行っている。

4 亀 山 市 令和3年1月10日 13:20 14:00～14:40 499 493 340 68.9% 亀山市文化会館　大ホール
生涯学習課　社
会教育Ｇ

0595-84-5057
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）

・例年、式典とアトラクションの2部構成だったが、短縮して実施する。
・座席の間隔を1席ずつ空ける。
・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。
・来賓数を例年の半数とした。
・実行委員会の会議はZoomを使用したオンラインで実施した。

5 い な べ 市 令和3年1月9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～
員弁会場　10:30～
北勢会場　11:00～
藤原会場　11:30～
　各会場1時間程度

632 615 403 65.5%

いなべ市大安公民館
員弁コミュニティプラザ
北勢市民会館
藤原文化センター

教育委員会事
務局生涯学習
課

0594-86-7846

・中学校区ごとで式典を開催してい
る。
・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
行っている。

各会場の実行委員が保育所から中学
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する。

・新成人、その家族及び全スタッフのマスク着用
・入場時に非接触検温器を用いた体温測定
・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
・参加者全員の連絡先把握
・「新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA」、「安心みえるLINE」への登録促進

6 木 曽 岬 町 令和3年1月9日 10:00 10：30～11：30 70 86 60 69.8% 木曽岬町民ホール 教育課 0567-68-1617
・式典の短縮と来賓者の制限
・新成人が企画する第2部（イベント）の取りやめ

7 東 員 町 令和3年1月10日 9:00 10：00～12：00 281 306 229 74.8%
東員町総合文化センター ひばりホー
ル

社会教育課 0594-86-2816

・来賓の不参加による時間の短縮
・サーモグラフィーによる検温
・消毒液の設置
・集合写真を中止し、データでのスナップ写真の提供

8 菰 野 町 令和3年1月10日
第一部10:30
第二部14:30

第一部
　11:00～11:50
第二部
　15:00～15:50

451 444 373 84.0% 菰野町町民センター
教育課　社会教
育室

059-391-1160

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場の密を避けるため中学校区単位での２部制とする。
・新型コロナウイルス感染症対策のため、会場内でのマスク着用の徹底、入場時の検温、長時間固まっての会話を避けても
うらうよう要請するなど十分な感染拡大防止対策を講じた上で開催する。
・来賓の出席を断るなど式典も簡素化して、なるべく時間をかけないよう工夫する。

9 朝 日 町 令和3年1月10日 13:00 13：30～15：00 110 95 83 87.4% 朝日町体育館 生涯学習課 059-377-2513
・広報誌にて成人式の企画・運営者を
公募（対象：成人者）。

・例年使用している保健福祉センターホールが収容人数の制限がかかっているため、収容人数の制限内で開催できる朝日
町体育館に変更する。
・受付にて検温を実施する。
・受付にはビニールシートを設置する。
・入場の際はマスク着用とするが、念のため成人対象者及び来賓者の人数分のマスクを用意する。
・来賓を例年より最小限に縮小する。
・受付の職員については手袋を着用する。
・祝辞等のあいさつの際はフェイスシールドを着用するか、演台にアクリル板を設置する。

10 川 越 町 令和3年1月10日 13:00 13：30～15：00 180 162 117 72.2% 川越町あいあいホール 生涯学習課 059-366-7140
成人式実行委員会（新成人）が主とし
て運営

当時の恩師からのビデオレター

・来賓の縮小
・会場での検温（サーマルカメラの設置）
・受付での健康チェックシートの提出
・マスク着用、手指消毒の徹底
・席を１席おきに配置するとともに、受け付け順に指定席とする

11 津 市 令和3年1月10日
第一部11:30
第二部14:15

第一部　12:00～
12:45
第二部　14:45～
15:30

2,738 2,829 1,971 69.7%
サオリーナ　メインアリーナ（津市・産業
スポーツセンター内）

生涯学習課青
少年担当

059-225-7172

・感染症対策として３密を避けるため二部制（旧津市内中学校出身・旧津市外中学校出身他）で開催し、実施時間も短縮す
る。
・YouTubeにてライブ配信を行う。
・保護者の参加は御遠慮いただく。

12 松 阪 市 令和3年1月10日 9:00
　
10:00～11:15

1,511 1,584 1,311 82.8%
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

生涯学習課 青
少年育成係

0598-53-4401

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。

・実行委員によるオープニングビデ
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
分のフィルム～名場面を探しに行こう
～」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。

・新型コロナウイルス感染症対策として、クラギ文化ホール、嬉野ふるさと会館、飯南産業文化
　センターの3会場を使用して、出身中学校別に分散開催を行う。
　　①クラギ文化ホール
　　〈対象〉殿町中、鎌田中、久保中、東部中、中部中、大江中、西中、多気中、私立・県立学校等
　　②嬉野ふるさと会館
　　〈対象〉嬉野中、三雲中
　　③飯南産業文化センター
　　〈対象〉飯南中、旧飯高西中、旧飯高東中
・感染症対策として、入口での検温、手指消毒を実施。

13 多 気 町 令和3年1月10日 10:00 10：30～12：00 150 143 119 83.2% 多気町民文化会館 教育課 0598-38-1122 新成人による実行員会形式
実行委員が作成した、恩師からのビデ
オメッセージと写真のスライドショーを
上映予定。

・式典および2部の交歓会を縮小して開催予定。
・例年は案内通知を郵送し受付は当日だが、今年度はGoogleフォームを利用して事前に参加申込みを受けつける。
・2部の交歓会では例年飲食や、抽選会を行っているが今年度は中止し、自席から楽しめる映像の上映のみを行う予定。

14 明 和 町 令和3年1月11日 9:15 10：00～11：30 237 223 207 92.8% Dreamオーシャン総合体育館 教育総務課 0596-52-7124
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・
運営を実施

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。中学校が新校舎に建て替わり、
新校舎の紹介をビデオ上映する。

・実施時間を例年より３０分短縮
・中央公民館から総合体育館へ収容人数の大きい施設へ変更
・案内ハガキに新型コロナ感染拡大予防対策への協力お願い文記載
・来賓の招待を自粛要請
・記念写真撮影時移動をスムーズに行うため、座席を校区毎に範囲指定する
・アルコール消毒・検温・名簿対応（事前に出席報告を出してもらうため受付では確認のみ、県外参加者に留意する）
・座席を空ける等
・アトラクションでは、昨年行った声当てクイズ等は、飛沫飛散防止のため行わない

15 大 台 町 令和3年1月10日 13:00 13：30～14：10 69 63 47 74.6% グリーンプラザおおだい 教育課 0598-82-3791 教育委員会事務局が企画、運営 写真撮影

・座席の間隔を前後１ｍあけて実施する。
・入口で検温を実施する。
・密を避けるため、来賓の数を少なくする。
・保護者の入館を禁止する。
・事前に健康チェック表を対象者に配布し、当日に持参してもらうことにより、受付での時間短縮を図る。

16 伊 勢 市 令和3年1月10日
第一部11:30
第二部13:00
第三部14:30

第一部12:00～12:30
第二部13:30～14:00
第三部15:00～15:30

1,204 1,231 1,066 86.6%
シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢
（伊勢市観光文化会館）

社会教育課 0596-22-7886

新成人により構成される実行委員会
にて企画・運営を行う
（市内中学校から各2名推薦および公
募）

・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

　・参加者およびスタッフの手指消毒・検温・マスク着用
　・入場整理列を作る
　・式典の3部制および各部入場制限
　・ホール座席は前後左右1席ずつ空ける
　・ホール座席の前3列を空け、舞台と客席の距離を保つ
　・式典各部の間に会場内の消毒作業
　・式典の時間短縮
　・国家斉唱時、歌唱入りの音源を再生し、参加者は唱和しない　など

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

前年度参加者

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、変更されることがあります。
※新成人数は、把握した時点が市町毎に異なるため、参考値です。

※詳細は、各市町担当へご確認ください。



各市町における「成人の日」式典等の概要（令和３年４月２２日時点） 各市町における運営方法・新型コロナウイルス感染症対策等

住民票人
数

参加人数 出席率

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

前年度参加者

17 鳥 羽 市 令和3年1月10日 9:30 10：00～11：00 159 191 162 84.8% 市民体育館　サブアリーナ 生涯学習課 0599-25-1268
・今回初めて、市民体育館サブアリーナ（令和2年11月完成）で開催する。
・保護者の入場は、2階ベンチ・座席80席の半分である40人とし、事前申し込み制とする。

18 志 摩 市 令和3年1月10日 9:30 10：30～11：20 383 399 414 103.8% 阿児アリーナ　オーシャンホール
生涯学習スポー
ツ課

0599-44-0339
新成人で構成する実行委員会を立ち
上げ、企画・運営を行う。

・実行委員による司会進行と誓いの言
葉
・記念品として出身別単位での写真撮
影

・マスク着用依頼
・会場入場前の検温、体調確認、連絡先の把握
・手指消毒液の設置
・会場建物内一般入場不可
・式典のライブ配信
・式典会場の換気の実施
・来賓招待を制限

19 玉 城 町 令和3年1月10日 10:30 11：00～12：00 179 161 118 73.3% 玉城中学校体育館 生涯教育課 0596-58-8212
・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。

昨年度まで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・密接を避けるため中学校体育館へ変更し
た。

20 南 伊 勢 町 令和3年1月10日 10:00 10：30～11：30 89 93 139 149.5% ふれあいセンターなんとう 教育委員会 0596-77-0002

記念品は南伊勢町商工会青年部プロ
ジェクト。新成人の方に「自分のふるさ
とにはこんな美味しいものがあるん
だ」と胸を張って自慢していただける特
産品をセレクトしている。そして青年部
からの一人ひとり手書きの魂のメッ
セージ付きである。

小中学校の恩師からの手紙と現在の
写真を掲載し冊子を配布。成人式に
はかかせない写真撮影用として、南伊
勢町をイメージしたバナーを会場に設
置する。南伊勢町出身の先輩が無償
でデザインし制作していただいた。

・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
・式典の一部簡素化

21 大 紀 町 令和3年1月2日 10:00 10：30～11：15 87 66 57 86.4% 大紀町コンベンションホール 生涯学習課 0598-72-4040 成人式実行委員を広報等で募集 司会進行を実行委員で行う
・式典内容を一部縮小、例年より１０分程度短縮
・来賓者を最小限に変更

22 度 会 町 令和3年1月10日 10:30 11:00～12:30 69 87 92 105.7% 度会中学校体育館
教育委員会事
務局

0596-62-2422 教育委員会事務局が企画・運営
記念写真の撮影
小学校卒業時のタイムカプセル開封

・会場を例年の公民館から変更
・立食パーティーを中止。また、国歌斉唱もCDの演奏、記念品授与も目録読み上げのみに変更

23 伊 賀 市 令和3年1月10日 12:30 13：00～13：40 895 863 658 76.2%

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、あやまさんさん
ホール、いがまち公民館ホール、どん
ぐりホール、青山ホール、島ヶ原温泉
多目的ホール）

生涯学習課 0595-22-9679

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を録画
し、それを9会場それぞれで放映する。
第2部はスライドショー等それぞれの
校区の実行委員が企画した3密になら
ないような内容を実施する。第１、第２
部合わせての所要時間を40分程に限
定する。また、恩師や来賓の招待は行
わない。

・対象者へ送付する案内状葉書及び市広報紙、ホームページには、今後の感染状況によってはオンラインでの開催になる場
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明記している。
・県の移動自粛要請や国の非常事態宣言等により、対面式をオンラインに変更せざるをえなくなった場合、第1部に放映予定
だった市長のお祝いメッセージ及び市議会議長からの祝辞ビデオをYouTubeで配信することを検討中。また、中学校区よっ
ては、更に対象者に対してオンラインにより記念になるようなことを行うところもある。

24 名 張 市 令和3年1月10日 12:15 13：00～13：50 720 702 554 78.9% マツヤマSSKアリーナ
文化生涯学習
室

0595-63-7892

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・運営を行う。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分で行う。

アトラクションでは、新成人の中学校3
年時の担任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
い放映する。また、名張市にゆかりの
ある著名人にもビデオメッセージの依
頼を予定している。

・例年より15分早く受付を開始する。
・式典とアトラクションをそれぞれ10分短縮し、実施時間を20分短縮する。
・参加いただく方たちの間隔を取るため、例年より広い会場で実施する。
・成人式当日のマスクの着用と受付前での検温、手指消毒を実施する。
・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する。
・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する。
・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する。

25 尾 鷲 市 139 151 144 95.4%

26 紀 北 町 163 189 158 83.6%

27 熊 野 市 令和3年11月7日 9:30 10:00～11:00 155 163 131 80.4% 熊野市民会館　ホール 社会教育課
0597-89-4111

（内線418）

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。

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

28 御 浜 町 令和3年11月28日 12:00 13：00～14：30 74 69 75 108.7% 御浜町中央公民館 教育委員会 05979-2-3151 教育委員会が企画・運営 出身中学校別に集合写真撮影
・例年よりも30分程度時間短縮を予定
・新成人の保護者等の出席については、新成人1名につき1名までとする。
・例年実施している祝賀行事である御浜町指定無形民俗文化財「阿田和の獅子舞」の披露は行わない。

29 紀 宝 町 令和3年11月28日 9:30 10：30～11：30 139 129 103 79.8%
紀宝町生涯学習センター　「まなびの
郷」

教育課 0735-32-0241 成人式実行委員会による企画・運営
実行委員による司会進行
恩師からのメッセージ
思い出のスライドショー

・マスクの着用、手指消毒の徹底
・検温・症状確認
　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
・新成人の座席は、１席ずつ間隔を空けて座る

合 計 18,253 18,480 13,742 74.4%

　※令和３年４月２２日時点で、成人式を実施していない５市町(網掛け部分）に調査した結果を反映しています。

未定
（今後の予定は市にお問い合わせください）

未定
（今後の予定は町にお問い合わせください）

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、変更されることがあります。
※新成人数は、把握した時点が市町毎に異なるため、参考値です。

※詳細は、各市町担当へご確認ください。


