
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （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 1/10
ホルトホール大分　大ホー
ル
いこいの道広場

2,388 2,254 4,642
教育委員会
社会教育課

平成7年(1995)4月2日から平成8年(1995)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
式典前のアトラクションとして、新日鐵住金大分吹奏楽団による演奏。式典では、「二十歳の
ふれあいトーキング」と題し、市長、実行委員２名、ゲストにより、夢や大分市についてトー
クを行う。その他、祝福のメッセージ（ボーイスカウト・ガールスカウト）、「２０年間のあ
ゆみ（VTR上映）」等を実施。いこいの道広場では、「出会い・ふれあい交流広場」を開設
し、「思い出・記念の広場」「実行委員企画コーナー」等を実施

2 別府市 1/10
ビーコンプラザ・フィル
ハーモニアホール

845 848 1,693
教育庁
生涯学習課

平成7年(1995)4月2日～平成8年(1996)4月1日生まれで、平成27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。

茶道「洗心会」、ガールスカウト別府地区協議会、県立別府翔青高等学校JRC部、別府市立緑
丘小学校合唱部、APU学生NGO団体PRENGOが協力団体として支援。「洗心会」による呈茶、記念
撮影用パネルの設置、エコキャップ回収、市営温泉無料入浴、ビデオ上映「新成人の誕生から
20年間の記録」緑丘小学校合唱部の合唱等

3 中津市 1/10 中津文化会館 396 401 797
教育委員会
社会教育課

平成7年(1995)4月2日～平成8年(1996)4月1日生まれで、平成27年11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）を発送する予定。また、当日受付
も設置する予定。

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、お世話になった方への感謝と将来の目標等を書
いたポエムの朗読発表、ペンライトアート、合唱、ビデオレター上映、新成人オンステージ、
ユネスコ寺小屋運動への協力等を予定

4 日田市 1/10
日田市民文化会館
（パトリア日田） 279 320 599

教育庁
社会教育課

平成7年(1995)4月2日～平成8年(1996)4月1日生まれで、平成27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」斉唱時のピアノ演奏、二十歳の決意発表、「市民憲章」
の朗読や全国で活躍している新成人のステージ発表を実施。式典終了後地区ごとの記念撮影を
行う。協力団体：日田市公民館運営事業団

5 佐伯市 1/10 佐伯文化会館大ホール 307 309 616
教育委員会
社会教育課

平成7年(1995)4月2日～平成8年(1996)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 1/10 臼杵市民会館 大ホール 134 149 283
教育委員会
社会教育課

平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれの者で本市に住民票がある
人。
※住民票が無い方も、電話受付にて案内状を送付。また当日飛び入りでの参加も可。

開式の言葉、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（実行委員）、アトラクション（ビデオレター）、閉式の言葉
今年度、初めて成人者の中から実行委員を募集し、6名の応募があった。その6名で実行委員会
を組織し、企画・運営を行う。

7 津久見市 1/10 津久見市民会館 67 72 139
教育委員会
生涯学習課

平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996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、想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「20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、ビデオレター）を予定。

8 竹田市 1/10
久住公民館
（くじゅうサンホール） 75 81 156

教育委員会
生涯学習課

平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれで、本市に住民票がある人
（外国籍の方を含む）及び該当年度において市内中学校卒業生名簿に記載のある者。

実行委員会（6～12名程度）を組織。構成員は新成人であって、卒業した中学校（6校）ごとに
1名から2名を選出。
第1部：式典、第2部：アトラクション、写真撮影

9 豊後高田市 1/5 豊後高田市中央公民館 101 122 223
教育委員会
総務課

平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれで、平成27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者。

開式、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、豊後高田
市の未来像DVD上映（合併10周年新市が掲げる施策を元に市政の今後を報告）、万歳三唱、閉
式

10 杵築市 1/10 杵築市文化体育館 151 147 298
教育委員会
社会教育課

平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれで、平成27年11月1日現在、本
市に住民登録をしている人（外国籍の方を含む）を対象とする。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があれば出席可
能。

平成21年より成人式を迎える該当者で実行委員会を設置し開催している。意見発表、恩師から
のビデオレター、思い出のアルバム、ファッションショー等を計画中。実行委員会（新成人、
前回の実行委員長、ジュニアリーダー）、協力団体（各地域の女性団体、ジュニアリーダー）

11 宇佐市 1/10
宇佐文化会館
（ウサノピア）大ホール

242 259 501
教育委員会
社会教育課

平成7年4月2日～平成8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。

新成人による司会進行により、成人の主張や中学時代のアルバムを編集したスライドの上映を
行う。また、新成人から写真を集め、「新成人フォトアルバム」を作成し、上映する。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 1/10
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

188 163 351
教育委員会
社会教育課

平成7年（1995年）4月2日～平成8年（1996年）4月1日生まれで、平成27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、本市出身の希望者。
※市報６月号及びＨＰにて周知、住民票のある方にはハガキで通知、本市出身者で連
絡をいただいた方にもハガキで通知。

新成人者による実行委員会を組織し企画を行い、教育委員会職員と一緒に運営を行う。14名
（7地区×2名）が5回の実行委員会を経て当日の成人式を運営する。
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
典閉会後、実行委員紹介、ビデオレター上映、成人式実行委員記念撮影を行う。

13 由布市 1/10 はさま未来館 文化ホール 186 152 338
教育委員会
社会教育課

1.平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれで、平成27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）
2.平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれで、平成27年12月1日現在、
本市に住民票はないが、参加を希望する人。（原則として市内の中学校卒業）

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、閉式、記念撮影
実行委員会（新成人者有志）を組織。

14 国東市 8/15
アストくにさき
アストホール

144 138 282
教育委員会
社会教育課

平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1996年)4月1日生まれで、平成28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）。

記念式典終了後、記念講演、記念撮影（旧町ごと）、同窓会を実施。※記念撮影待機中に「国
東市地方創生アンケート」を実施。
実行委員会あり。構成団体は成人者の中より集める。集めるのは成人者が高校３年生のときに
呼びかけ募集する。

15 姫島村 1/10 離島センター「やはず」 9 14 23
教育委員会
社会教育課

平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれで、平成27年4月1日現在、本
村に住民票がある人（外国籍の方を含む）。

記念植樹、CATV撮影を行い記念のDVDを配付する。
姫島村青年団が協力

16 日出町 1/10 日出町中央公民館 ホール 152 141 293
教育委員会
生涯学習課

平成7年(1995年)4月2日～平成8年(1996年)4月1日生まれで、平成27年9月16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部を開催する。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 60 115 総務課
平成8年(1996年)4月2日～平成9年(1997年)4月1日生まれで本町に住民票がある人（外
国籍の方を含む）、又は本町の中学校を卒業した者.

各地区の成人代表で構成する成人式実行委員会を組織。アトラクションとして郷土芸能（27年
度：九重樽太鼓、九重あばれ獅子）,式典、記念撮影を実施する。

18 玖珠町 1/10 くすまちメルサンホール 86 79 165
教育委員会
社会教育課

平成7年（1995年）4月2日～平成8年（1996年）4月1日生まれで、平成27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、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

男 女 計 前年比

5,805 5,709 11,514 -705

5,606 5,511 11,117 -706

199 198 397 1

平成２８年　市町村成人式計画一覧表
平成２７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２８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）

28年8月開催(２市町） *国東市・九重町の男女数については27年夏に開催した成人式の数値を参考として記載。


