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これからの成人式のあり方について 

 
☆ 成人式の課題  

 

(１) 伊賀市合併以来、市が主催する成人式を行っていますが、急激な社会情勢

や若者の意識の変化に鑑み、成人式のあり方を再検討する必要があります。 

 

(2) 「荒れる成人式」の様相を呈する成人式をみると、かえって若者のモラル

の低下を露呈する場という印象がもたれ、若者への誤った理解が懸念され

ます。 

 

(3) 伊賀市の新成人に１会場に集まってもらって開く成人式から、「地域の人

たちが地域ぐるみで新成人を祝い」、新成人も「地域あげてのお祝いを受

ける中で、今後の人生の歩み方を考える場」となる成人式ができないかと

考えます。 

 

(4) これまでの成人式の実施方法を改善して、「できれば平成26年１月の成人

式」から実施したい。 

 

この４点について考えたい。 

 

1. 成人式の意義 

国民の祝日に関する法律では、「大人になったことを自覚し、自ら生き抜こ

うとする青年を祝い励ます。」と成人の日を定義し、1月の第2月曜と制定され

ています。 

全国で地域ごとに差はあるものの、毎年1月の上旬から中旬にかけて成人式が

行われていますが、成人式の混乱も目立ち問題とされており、「成人の日を帰し

て青年を立派な成人として社会に迎える重要性に鑑み国民の祝日とされた経緯

を踏まえ、成人の日の諸行事運営に当たる必要がある」として中央青少年問題

協議会長より、内閣総理大臣に意見具申されています。 

 

２００７年の伊賀市における成人式でも、参加者に楽しんでもらい、考えて

もらおうとバルセロナオリンピック柔道競技で金メダルに輝いた古賀選手を招
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き「人生の教科書」と題した講演会を行いましたが、会場内の新成人の多くが

友人と話をする、立ち歩くなど、講演会そっちのけで騒いでいる状態でした。

また、会場内に入らず場外で騒いでいる新成人も見られました。 

講演はどうにか終了しましたが、講師の古賀選手には、非常に心象の悪い思

いをさせ、以降講演会等の開催は行なわなくなりました。 

このような状況は当年度だけの事象ではなく、会場内外で騒ぐことは例年の

こととなっています。 

同じような問題は、伊賀市だけに関わらず全国的な状況であり、これが現在

「荒れる成人式」が語られるときの典型となっているようです。 

 

こうした中、「荒れる成人式」として報道されることの多い那覇市の成人式

においては、市民シンポジュウムが開催され、その結果分散型の成人式が行わ

れるようになったことや、東京浦安市の成人式で会場を東京ディズニーランド

にしたことなどが伝えられています。 

賛否は分かれるところですが、検討に足りる内容だと思います。 

また、夕張市の成人式が行政の費用がなく式自体の開催が危ぶまれた時、新

成人のなかから実行委員会が立ち上がって、全国からの賛同者も集まり、自分

たちで作り上げた素晴らしい会ができ、その後も踏襲されていることを聞くと、

式典の在り方も若者や地域とともに考える時期にきているのではないかと考え

ます。 

 

２．地域とつながる成人式の取組へ 

社会に対する責任について、あまり大きな範囲で考えずに、自分のおかれ

ている集落とか、行政区とか、学校区学校とか、あるいは、工場とか、会社

とか、そういう身の回りに近い共同社会のことを考えることが大切だとい

え、これを地域社会と言い換えることができると考えられます。そういう社

会の一員としてなすべきことは、社会のためになること、積極的にその社会

にプラスを加えるということで、共同社会にプラスに働くということは、各

人がその持ち場、持ち場に従って責任を果たすことによって社会を動かすこ

とだと言えるのではないでしょうか。 

こうした意見は、成人に期待する『国家の一員としての自覚』は、まずは

地域社会の一員であることを認識することから始まり、成人式はその地域社

会という、顔の見える関係の社会のなかでこそ意味あるものとなるという指

摘ではないでしょうか。 

（新聞掲載記事まとめ） 
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伊賀市合併以降、一堂に会して実施してきた成人式ですが、旧市町村で行わ

れていた式に比べ対象者の増加による大規模化や、地理的な広域化などにより

ますます地域社会とかけ離れた成人式と感じられるようになってきていると思

います。 

過去に行われてきた成人式では、「話し合いやレクリエーションを通じて仲

間づくりをはかろう」、「若もの同志が、お互い納得いくまで話合い、歌やゲ

ームなど楽しいつどいを通じて、青年の輪”を広げよう」などの目的を持って

実施されていました。 

内容は、成人の主張、意見発表、文集作り、植樹や餅つき、ゲーム・フォー

クダンスなどの活動的な行事と、講師を交えての茶話会などが和やかな雰囲気

の中で行われていました。 

旧市町村での開催は、より多くの新成人を地域で祝ってあげようという取り

組みがあり、内容も、青年達が主人公として活動したり、話し合いをしたり、

現在の儀式的な市全体で一堂に会する形の成人式に欠けている「もう一つの成

人式の意味」を具現化したものであったと考えます。 

 

3. 若者の参加への課題 

一部の市町村では「荒れる成人式」が話題となり、式典を妨害した新成人を

告訴するという自治体も出てきています。これは、「新成人の度を越したはし

ゃぎ」と同時に、大規模化され、儀式全体の運営と新成人との繋がりが薄くな

った「形式的な式典」との産物だと考えます。 

本市においても、同様の状態にあり、見直しに当たっての大きな課題と言え

ます。また、成人式への高い参加率は、晴着を早くから用意し、家族もその日

を待ちながら迎え、それが参加への意欲を高め、新成人自身や家族にとって貴

重な記念日となっていることも背景にあります。その点は、どのような式典・

会場のあり方が模索されても、大事にしなければならないことだと考えます。 

 

4. 成人式についてのアンケート調査から 

201３（平成2５）年1 月１３日に開催された成人式において、新成人にア

ンケートをとった結果、参加者７４6 名のうち回答があったのは１１７名（回

収率１３．２％）でした。 

成人式に満足している人は、87名（７４％）、恩師のメッセージに関心を持

つ人は71.％と高い数値を示していましたが、記述意見の中には、会場や駐車場

の混雑、式典に臨む参加者の態度、場内の妨害行為、会場外での騒動などに嫌

悪感を抱く意見が多くあり、問題点を指摘した意見が多く見られました。 

若者たちが「成人」をどのような節目ととらえているのかは、明らかにでき
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ませんでしたが、式典を静粛に迎えたいとした声が一般的であるように感じま

した。 

他市のアンケートでは、「会場内のざわつきが気になった」「私語が気にな

りました。注意をしない我々も悪いのですが」と同様の問題点を指摘している

ものの、「子どもの太鼓をたたく姿がかわいかった」「ボランティアの方々に

もたくさん参加していただき、大変嬉しかった」という声があり、成人式に市

民ボランティアや地域住民が協力いただくことを受け入れている様子が伺えま

した。 

また、他市（兵庫県西宮市）のアンケートでは、オープニングプログラムで

地域の市民劇場、中学・高校・大学のブラスバンドなど地域の方々に出演いた

だいている地域では、「著名人の講演や芸能の鑑賞」などとともに「地域の人

によるステージ発表」を期待しているという結果や、「参加者全員で取り組む

活動」「新成人によるステージ発表」「新成人の意見発表」という新成人が主

体的に参加するプログラムを期待しているという結果もあり、祝福される対象

としての参加だけでなく、主体的に成人式とかかわりたいと望んでいる新成人

も潜在的にあることが判りました。 

 

☆ 成人式の充実と進展について  

 

1. 成人式の今日的意義 

今日の新成人の多数は学生であり、また不安定な就労についている若者も多

くあります。 

このような状況の中で開催する成人式は、地域や周りの大人たちが若者の声

を聞き、若者も社会に目を向け、積極的な提言と態度を示す場としていく必要

があると考えます。同年齢の同窓会的な場となることは避けられないでしょう

が、若者の姿勢を互いに励まし合う場として積極的にとらえ、地域が見守り応

援する機会であるべきだと考えます。 

 

2. 成人式の内容 

以上の成人式の意義の再考の上に立ち、成人式の内容を検討すると、 

① 地域の大人が、若者と共に、社会を築いていく意識高揚の場 

② 成人としての「思い」や「主張」が発表できる場 

③ 友達や先輩などと縦横の関係を確認できる場 

④ 新成人を地域社会の担い手として迎え入れる歓迎の場 

とすることなどが考えられます。 
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具体的には、 

① は市長や地域関係者から若者へのメッセージ。 

② は新成人から募った夢や悩み、思いなど生の声。保護者の意見など。 

③ は地域社会との交流会や同窓会への取組。地域の先輩や後輩から若者へのメ

ッセージ。 

④ は市や地域からの祝福の思いを込めたプレゼント（商品の場合もあるが地域

に伝わる伝統行事やボランティアによる催し物、先輩や後輩からのパフォー

マンスなど）など。 

地域が「共に頑張っていこう」というメッセージを発信し、成人として迎え入

れる歓迎の場とする。 

 

3. 成人式の規模 

合併以前の成人式に見られたように、「地域の人たちが地域ぐるみで新成人

を祝い」、新成人も「地域をあげてのお祝いを受ける中で、今後の人生の歩み

方を考える場」となる成人式として、また「顔が見える」行事という点からは、

旧町村程度の規模あるいは、中学校区を単位とする成人式が適切だと考えます。 

 

以下、想定する実施単位ごとの課題を列挙しました。 

 

A 集中開催方式（現行の伊賀市文化会館） 

 

メリットは、成人式に関わる人々や関連する経費を１カ所に集中でき、会場

設営、運営などが容易であること。また市民を代表して市長が直接新成人への

メッセージを伝えることができます。 

新成人にとっては、出身学校等を意識しないで式に参加することができます。 

反面、顔の見える成人式とする場合や、学校や地域の協力を得るには、調整

等が難しいと考えます。 

 

B 分散開催方式  

 

B-１ 小学校区単位 （市内２５の小学校区） 

実行委員会の組織化や、関係団体に援助をいただければ、身近な人達なので

一番親しみが湧き、地域の一員であるという自覚や責任感を感じやすい。 

反面、開催場所は小学校の体育館が予想され、暖房や下履きへの対応、和装

に対するトイレの対応など設備面の課題が大きい。また、市の事業から地域事

業へのバトンタッチがスムーズにできるかどうかが課題となります。 
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B-2 中学校区単位  （市内１0 の中学校区） 

会場は、地域の文化交流施設、民間のホテル、体育施設など人数に応じた施

設が確保でき、暖房や下履きへの対応、駐車場やトイレ等の対応が可能です。 

小学校区と同様の長所や短所が考えられますが、規模としてはもっとも適し

たものだと考えます。 

反面、中学校出身者同士が固まり、中学校時代の思い出に不安感を持つ者や、

結婚や就職による転入者が孤立するという懸念があります。 

また、小学校区は子ども会など地域に実施主体となる関係団体がありますが、

中学校区ではそれらの団体が共同して取り組んでいただくことや、ＰＴＡ・住

民自治協議会の協力が必要となり、企画運営など新たな組織づくりを依頼しな

ければなりません。 

 

B-3 行政区単位  

旧市町村単位では、それぞれに会館やホールを有し施設としては最適です。

また、地元の中学生や高校生の協力が得られれば、若者による成人式の運営や、

地元の協力なども期待できます。 

反面、上野地域は規模が大きく、会場が確保できても、運営に現在と同様の

対応が必要となり、地域協力の対応は難しいと考えます。 

 

☆ 平成26 年の「成人式」について 

 

基本的な方向としては、より小さな単位で、新成人が「地域の人たちに祝っ

てもらってうれしい」と感じるような「顔の見える」成人式への移行が望まし

いと考えます。しかし、これは地域の関係団体や新成人への理解と協力を必要

とします。また、成人式が、地域の取り組み方によって内容に温度差が生じる

のではないかという懸念があります。 

地域活動の実情を把握するため、地域や自治協、学校等に対し早急な説明や

調査の必要があります。 

市全体で考えると、理念としては理解されても、地域の方々が取り組みに積

極的に関わっていただくことが可能なのかという不安が残ります。 

 

いずれにせよ、地域の方々に関わっていただきながらどのような成人式がで

きるのか検証し実施につなげていきたいと考えます。 
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 最後に、現行どおり、新成人が一堂に会式典を継続した場合の具体的改善策

を検討しました。 

 

①新成人が人生の節目としての思いや主張、個人・グループによる発表など積

極的にアピールできる場を設けてはどうか。 

また、地域のボランティアによる祝いの場を設けられないか。 

 

② 実行委員会のメンバーに、新成人・若者だけではなく、地域の方々や学校の

先生、学生にも加わってもらう。 

 

③ 地域が新成人を祝う。伊賀市への郷土愛が芽生えるという点から、だんじり

行事、カッコ踊り、獅子舞、などの郷土芸能活動の披露を行なっていただく。 

また、ライブコンサート、和太鼓、吹奏楽、合唱、サークル発表など地域活動

を行う人のパフォーマンスを披露していただく。 

（新成人にアピールする最適の機会であると捉えて。） 

 

④ 文化会館から体育館という施設の利用も考え、ステージを設けて、身近なと

ころで話を聞く、文化的・芸術的・体育的な演技を鑑賞する、演じる人たち

との交流を創造する。 

また、新成人一同が全員で行えるゲームや合唱、メッセージを込めて風船を飛

ばすなど、心を一つに合わせるような活動も工夫する。 

 

⑤ 成人式を、新成人のためだけの行事と考えるのではなく、最近小学校などで

行われている「2 分の1 成人式」や、子ども・若者と大人・高齢者など世代

間の交流とも関連づけた行事を検討する。 

 

 

以上の取組は、地域における分散型の成人式でも実施が見込まれ、地域との

交流の中で有効な方法であると考えられ、地域協力者や運営組織構築の対応が

喫緊の課題となります。 
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成人式運営案 
 

会場 

 上野地区    崇廣中学校区  ・・・ ハイトピア伊賀 生涯学習センター 

         城東中学校区  ・・・ フレックスホテル 

         緑ヶ丘中学校区 ・・・ ゆめドームうえの 

         上野南中学校区 ・・・ ウエルサンピア伊賀 

 いがまち地区  ・・・・・・・・・・・ ふるさと会館いが 

 阿山地区    ・・・・・・・・・・・  あやま文化センター  

 島ヶ原地区   ・・・・・・・・・・・ 島ヶ原会館 

 大山田地区   ・・・・・・・・・・・ どんぐりホール 

 青山地区    ・・・・・・・・・・・ 青山ホール   

 

 

９：３０     受付 

           開会までにメッセージ作成 

（個々に成人のメッセージ記入） 

 

１０：００     開式 

 

   ２分程度  あいさつ（実行委員長） 

 

   １０分程度  市長・議長・教育長 ビデオメッセージ 

 （サテライト方式） 

 

   １５分程度  地域からのお祝いメッセージ等 披露 

            獅子舞・太鼓・ブラスバンド・コーラス 

子どもやボランティアのパフォーマンスなど 

 

   ８分程度  新成人メッセージ  新成人代表 ２名程度 

 

   １５分程度  移動・・・メッセージ入り風船飛ばし（屋外） 

 

１０：５０     解散 

 

資料２ 
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平成２６年　成人式実施までのスケジュール （案）

月 内　　　容 業　務　詳　細

５月 社会教育委員会 成人式実施にかかる方向性の協議

　内部調整 関係機関、市長等説明業務調整

　方針決定 教育委員会報告

６月 学校等への協力依頼 会場施設使用申請

　地域説明 地区自治協議会・地区委員等への説明

市民センター長への説明　協力依頼

７月 実行委員募集 新成人実行委員等募集

地域のボランティア・出し物調整　決定 ボランティア調整

８月 　協力者募集 地域協力者募集

９月 　新成人メッセージ 新成人メッセージ　依頼

新成人メッセージ　受領

１０月 　名簿作成 新成人名簿調整

　成人式案内 案内状発送

１１月

１２月 メッセージ作成 市長等メッセージ収録

１月

　１月１２日　成人式

資料３

 


