
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：人）

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）

1 大分市 1/8
ホルトホール大分大ホール
大分いこいの道広場 2,447 2,286 4,733

教育委員会
社会教育課

平成8年(1996)4月2日から平成9年(1997)4月1日生まれで、大分市出身、または大分市
に通勤・通学・居住している方（住民票のない方も含む）

成人記念集会実行委員会（新成人より公募）を組織
【ホルトホール大分大ホール内】
・実行委員紹介、開会イベント、開会宣言、国歌斉唱、大分市歌斉唱、市長メッセージ、市議会
  議長メッセージ、来賓紹介、祝福のメッセージ（ボーイスカウト・ガールスカウト）、実行委員
  会企画・編集（20年間のあゆみ）、実行委員会企画（二十歳の夢トーク）、閉会
【大分いこいの道広場内】
・ハイ！チーズ隊「シャッター押します」、日本赤十字社献血啓発コーナー、
　大分市選挙管理委員会　投票啓発

2 別府市 1/8
ビーコンプラザ・コンベンショ
ンホール 907 893 1,800

教育庁
生涯学習課

平成8年(1996)4月2日～平成9年(1997)4月1日生まれで、平成28年12月1日現在、本市に
住民票がある人（外国籍の方を含む）及び本市において成人式を祝いたい人

新成人による成人式実行委員会を組織し、アトラクションを行う予定。ガールスカウト別府地区協議
会、県立別府青山・別府翔青高等学校ＪＲＣ部の協力のもと実施。式典開始前に「新成人の誕生から
20年間の記録」のビデオ上映、式典終了後に実行委員会アトラクション、記念写真撮影を実施。その
他、実行委員会企画「エコキャップ回収」「熊本地震災害義援金の募金活動」や市営温泉無料入浴券
を配布等を実施

3 中津市 1/8 中津文化会館 346 374 720
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996)4月2日～平成9年(1997)4月1日生まれで、平成28年12月1日現在、本市に
住民票がある人（外国籍含む）
※修学や就職の関係上、市外に住民票がある人のうち、事前に中津市教育委員会に連
絡をいただいた方には案内ハガキ（成人式入場券）を発送予定。また、当日受付も設
置予定

中津市・中津市教育委員会・中津市成人式実行委員会が主催（社会教育委員代表、新成人代表、若年
層代表で組織した実行委員会でアトラクションを企画運営）。式典後のアトラクションでは「中津で
笑顔の花を見た！」をテーマに、親、友人、地域の方々などへの感謝の思いや将来の展望などについ
ての「メッセージ朗読」「ペンライトアート」恩師や中津に縁のある方からの『ビデオレター」「新
成人オンステージ」「ユネスコ世界寺子屋運動」等を実施

4 日田市 1/8
日田市民文化会館
（パトリア日田） 276 320 596

教育庁
社会教育課

平成8年(1996)4月2日～平成9年(1997)4月1日生まれで、平成28年11月1日現在、本市に
住民票がある人（外国籍の方を含む）及び、参加申し込みがあった市外在住の方

式典の司会進行、「日田市歌・国歌」斉唱時のピアノ伴奏、二十歳の決意発表、「市民憲章」の朗読
や全国等で活躍している新成人のステージ発表を実施。また、式典終了後には地区毎の記念撮影を実
施　　※協力団体：日田市公民館運営事業団

5 佐伯市 1/8 佐伯文化会館大ホール 245 288 533
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996)4月2日～平成9年(1997)4月1日生まれの人（本市に住民票がなくても出
席可）

オープニングアトラクション（こどもミュージカル）、新成人による司会及び決意表明、高校生ボラ
ンティアによる受付及び会場案内

6 臼杵市 1/8 臼杵市民会館 大ホール 148 154 302
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、平成28年11月1日現在、本
市に住民票がある人　※住民票がない方でも、電話受付にて案内状を送付するように
している。また、案内状がなくても当日参加が可能

新成人の中から実行委員を募集し、企画・運営を行う（学生5名、社会人2名）
開式のことば、国歌斉唱、式辞、来賓祝辞、祝電披露、記念品贈呈（新成人代表者へ授与）、二十歳
の誓い、閉式のことば、アトラクション（ビデオレター）
※司会、記念品授受、二十歳の誓い、アトラクションは実行委員で行う

7 津久見市 1/8 津久見市民会館　大ホール 72 79 151
教育委員会
生涯学習課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、津久見市での成人式に出
席を希望する新成人の方

式典に先立ち、思い出のアルバム上映。記念式典では、新成人代表による主張発表「二十歳からの
メッセージ（男女各１名）」を実施。式典終了後、二十歳お祝いアトラクション（樫の実少年少女合
唱団による合唱、ビデオレター上映）を予定

8 竹田市 1/8
久住公民館
くじゅうサンホール 104 94 198

教育委員会
生涯学習課

平成8年4月2日～平成9年4月1日までに生まれた人で、市内在住及び市内中学校を卒業
し学業や就職等で市外に在住されている人

成人式実行委員会（市内各中学校卒業生から1～2名選出　計10名程度）を組織。
第1部：式典（開会、国歌斉唱、成人証書授与、記念品授与、式辞、祝辞、来賓紹介、祝電披露、誓
いのことば、合唱、閉会）第2部：実行委員会によるアトラクション（内容は検討中）

9 豊後高田市 1/5
豊後高田市中央公民館
大ホール 137 103 240

教育委員会
総務課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、平成28年11月1日現在、本
市に住民票がある人。及び対象年度に市内の中学校を卒業した人

開会、オープニングアトラクション（豊後高田市民合唱団「そよ風」、会場全員の合唱「こころのふ
るさと」）国歌斉唱、成人証書授与、成人者代表謝辞、市長式辞、来賓祝辞、祝電披露、「祝・成
人」映像上映、万歳三唱、閉会　※市のPR動画と新成人へのお祝いメッセージ動画を作製し、当日上
映

10 杵築市 1/8 杵築市文化体育館 129 113 242
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、平成28年11月1日現在、本
市に住民票がある人（外国籍の方を含む）。ただし、就学、就職等で転出し、本市に
住民登録がない人でも、出席を希望する人は連絡を受け付け当日の式に出席可能

平成21年度から実施している成人者で組織する実行委員会が式典、自主企画等の進行を実施。意見発
表、恩師からのビデオレター、新成人の20年間の出来事に関する○×クイズ大会等を計画中
※実行委員会（新成人、前回の実行委員、ジュニアリーダー）、協力団体（女性団体、ジュニアリー
ダー）

11 宇佐市 1/8
宇佐文化会館
（ウサノピア）大ホール 254 275 529

教育委員会
社会教育課

平成8年4月2日～平成9年4月1日生まれの市内居住者及び市出身者、その他参加を希望
する者

新成人が司会進行を行い、成人の主張や恩師からのメッセージ上映、抽選会等を実施。成人式を２部
構成とし、２部は新成人主催の「成人のつどい（仮称）」を実施予定。内容については新成人のス
テージ発表等を検討中　※宇佐市成人式実施委員会（新成人代表、社会教育委員等）を組織

12 豊後大野市 1/8
豊後大野市総合文化センター
「エイトピアおおの」大ホール 181 201 382

教育委員会
社会教育課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、平成28年11月1日現在、本
市に住民票がある人（外国籍の方を含む）・本市出身の希望者

新成人者（7町×2名の計14名）による実行委員会を組織
【式典】開会、実行委員長あいさつ、市長あいさつ、来賓あいさつ、祝電披露、誓いの言葉、閉会
【式典終了後】実行委員紹介、ビデオレター上映、実行委員記念撮影

13 由布市 1/8 はさま未来館 大ホール 167 165 332
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、平成28年12月1日現在、本
市に住民票がある人（外国籍の方を含む）。及び市内の中学校を卒業している希望者
（市報にて周知）

実行委員会（構成員　由布市在住8名）※各町から2名以上選出
第1部：式典（開会・国歌斉唱・証書・記念品授与・主催者式辞・来賓祝辞・来賓紹介・祝電披露
             誓いの言葉・閉会・記念撮影）
第2部：レセプション（立食パーティー・抽選会等）

14 国東市 8/15 アストくにさき　アストホール 145 122 267
教育委員会
社会教育課

平成9年(1997年)4月2日～平成10年(1998年)4月1日生まれで、平成29年6月1日現在、本
市に住民票がある人（外国籍の方を含む）。または、平成25年3月に市内中学校を卒業
した人

【式典】開会、国歌斉唱、成人証書授与・記念品贈呈、市長式辞、来賓祝辞、恩師祝辞、新成人誓い
のことば、閉会【式典終了後】記念講演、記念撮影（町ごとに実施）、同窓会を実施
※新成人が高校在学中に実行委員を募り、成人式一年前に組織。各町から偏りのないように実行委員
を集めている

15 姫島村 1/8 離島センター「やはず」 14 7 21
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、本村中学校卒業の者
記念植樹、CATV撮影を行い記念のDVDを配付
※姫島村青年団が協力

16 日出町 1/8 日出町中央公民館 ホール 168 163 331
教育委員会
生涯学習課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、平成28年9月2日現在、本
町に住民票がある人（外国籍の方を含む）及び町内中学校卒業生

成人式実行委員会（新成人で組織）を中心に企画・立案した第2部を開催。内容としては、「担任の
先生からのメッセージ」「抽選会」

17 九重町 8/15 九重文化センター 55 51 106 総務課
平成9年(1997年)4月2日～平成10年(1998年)4月1日生まれで、平成29年7月1日現在、本
町に住民票がある人（外国籍の方を含む）

各地区の成人代表で構成する成人式実行委員会を組織。式典前のアトラクションとして郷土芸能（28
年度：九重樽太鼓、九重あばれ獅子）を実施。国歌斉唱、成人証書授与、式辞、来賓祝辞、祝電披
露、謝辞。式典後、記念撮影を実施

18 玖珠町 1/8 くすまちメルサンホール 101 90 191
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで、平成28年10月31日現在、
玖珠町に住民票がある人。また、住民票がなくても参加を希望する年齢要件該当者

第1部：式典（開会、国歌斉唱、成人証書・記念品贈呈、式辞、祝辞、来賓紹介、答辞、町歌斉唱、
閉会　第2部：記念行事（恩師からのビデオレター、玖珠町成人式記念寄席）、記念行事終了後、地
区別記念撮影　※その他ホール内で町内の小中学校の校歌をBGMを流す。

男 女 計 前年比

5,896 5,778 11,674 160

5,696 5,605 11,301 184

200 173 373 -24

平成２９年　市町村成人式計画一覧表
平成２８年１２月１日現在　（大分県生活環境部　私学振興・青少年課まとめ）

市町村名

合計

内訳

総数（18市町村） *人数については平成29年成人式対象者（夏季開催の２市町分を含む）として集計しています。

成人の日前後開催(16市町村）

29年8月開催(２市町） *国東市・九重町の男女数については28年夏に開催した成人式の数値を参考として記載。


