
※人数は令和４年１１月１日現在

開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

教育委員会

生涯学習課

長崎市尾上町4-1

教育委員会

社会教育課

佐世保市ハウステンボス町8-6

【オンライン配信】
成人式参加対象者、一部来賓のみ会場入
り。
式典の模様をYouTubeで配信予定。

教育委員会

社会教育課

島原市城内1丁目1177-2

教育委員会

生涯学習課

諫早市宇都町9-2

教育委員会

社会教育課

大村市幸町25-33

シーハットおおむら　メインアリーナ

市長・園田　裕史　

行事名：令和5年大村市成人式典「二十歳の集い」

式典（開式、国歌演奏、大村市歌演奏、主催者あいさ
つ、お祝いのことば、来賓紹介、二十歳の誓い、思い
出のアルバム上映、二十歳のパフォーマンス、長崎
OMURA室内合奏団によるお祝いの演奏、閉式）

※現時点での予定。変更になる可能性あり。

○式典の企画・運営について、式典対象者（20歳）・次期対象者
（19歳）で「企画運営委員会」を組織し、主体性をもって開催に向
けて取り組むようにしている。社会教育課職員がそのサポートを
行っている。
○東日本大震災や熊本地震、豪雨災害に対する義援金募金箱を設置
し、式典のボランティアスタッフの協力のもと、募金を呼び掛けて
いる。社会貢献の一環となるようにと考えている。

●入口での検温、手指消毒。
●マスク着用指導。
●受付での感染防止お願いの文書配布。
●会場における座席間隔の確保。
●動線の確保。（一方通行にし、会場内での人の交わりを防ぐ）な
ど

13:00大村市 493 454 947 1月8日

14:00

諫早文化会館

市長・大久保　潔重

行事名：令和5年諫早市「二十歳の集い」

式典（開式、国歌演奏（CD流すのみ）、式辞、祝辞、
来賓紹介、誓いの言葉、記念品贈呈、実行委員紹介、
恩師からのメッセージ（仮）、肥前太鼓、ふるさと祝
福抽選会、閉式）

○式典参加対象者代表者による宣誓「誓いのことば」を実施。
○式典の企画、運営について、参加対象者による「二十歳の集い実
行委員会」を設置。
○式典の企画や当日の司会進行を参加対象者が行う。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場入りは式典参加対象者、一部来賓、運営スタッフのみとし、
保護者の来場は別入口の予定。

島原文化会館

故郷しまばら二十歳
の集い実行委員会

行事名：故郷しまばら二十歳の集い
（よみ：ふるさと しまばら はたちのつどい）

式典（開式、国歌演奏、二十歳の集い実行委員長あい
さつ、祝辞、来賓紹介、謝辞、市民憲章朗読、閉式）

〇島原市の大人だけでなく、若者も式典運営に参画して対象者を祝
うため、19歳から21歳の年齢から成る「二十歳の集い実行委員会」
を組織し、式典の企画から運営まで参画。
〇式典の開式のことば、実行委員長あいさつ、閉式のことばなどの
実施者を19歳から21歳の年齢から成る二十歳の集い実行委員から選
定。

●来場者全員のマスク着用
●式典入口での検温
●アルコール消毒
●式典受付の分散

13:30

諫早市 597 586 1,183 1月8日

島原市 244 201 445 1月3日

1,742 3,445 1月8日

14:00

ウインズ佐世保ゲルックホール

市長・朝長　則男

行事名：令和5年佐世保市成人式典

式典（開式、国歌・市歌、式辞、祝辞、来賓紹介、二
十歳の決意、成人式典検討委員紹介、市民憲章、閉
式）

〇当該年度の式典対象者及び翌年度式典対象者の計12名で、式典の
企画や運営、当日の司会進行等を行う「成人式典検討会」を設置。
〇検討会代表2名による「二十歳の決意」を実施。

●ハウステンボス入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場入りは成人式参加対象者、一部来賓、運営スタッフのみと
し、保護者等の来場は禁止。

出島メッセ長崎

市長・田上　富久

行事名：令和5年長崎市二十歳のつどい

式典（【第一部】開式、国歌・市歌斉唱（テープ音源
の場合あり）、市長励ましのことば、市議会議長あい
さつ、来賓紹介、主催者紹介、二十歳の誓いの言葉、
閉式）
【第二部】実行委員企画イベント

○対象者による「実行委員会」を組織し、自身が主体的に行事にか
かわる（式典に関する企画提案、広報周知、司会や誓いの言葉の配
役人選など）ことで、責任感のある式の運営につながり、ひいて
は、大人としての社会参画の意識の高揚につながる。

●長崎市ホームページから事前申し込み制による来場者の把握。
●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場入りは対象者、一部来賓、運営スタッフのみとし、保護者等
の来場は禁止。

14:00

令和５年　成人式典参加対象者数及び実施予定等一覧 【参考１】

市町名 男 女 計 月 日 行事名・概要 担当課 備  考（●感染症対策）

佐世保市 1,038 1,261 2,299 1月8日

長崎市 1,703
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開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

教育委員会

生涯学習課

平戸市岩の上町1529

教育委員会

生涯学習課

松浦市志佐町浦免1110

※新型コロナウイルスの感染状況によっ
ては、内容を一部変更し、または中止す
る。

教育委員会

生涯学習課

対馬市峰町三根353

教育委員会

社会教育課

壱岐市郷ノ浦町本村触445

壱岐文化ホール

市長・白川　博一

行事名：令和5年壱岐市成人式

式典（開式、国歌斉唱（CD流すのみ）、成人証書授与
及び記念品贈呈、市長式辞、来賓祝辞、祝電披露、
小・中学校メッセージ、新成人誓いの言葉、閉式）

○市内の小中学校児童生徒からのメッセージや新成人者による「誓
いの言葉」を実施。

●健康チェックシートの提出
●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場入りは成人式参加対象者、一部来賓、運営スタッフのみと
し、保護者の来場は禁止。

壱岐市 87 95 182 1月8日 14:00

松浦市文化会館

市長・友田　吉泰

行事名：令和5年松浦市二十歳の式

式典（開式、国歌斉唱、市歌斉唱、新成人紹介、式
辞、お祝いのことば、来賓紹介、祝電披露、二十歳の
抱負、交通安全宣誓、記念品贈呈、閉式）
記念撮影

1月3日 13:00

○参加対象者代表者による「二十歳の抱負」「交通安全宣誓」を実
施。
○当日の司会進行を参加対象者が行う。

●マスク着用、手指消毒、検温等、新型コロナウイルス感染防止対
策を徹底する。

対馬市 145 153 298

松浦市 117 102 219 1月4日 13:00

市長・比田勝　尚喜

行事名：二十歳を祝う会

式典（開式、国歌斉唱、式辞、二十歳証書授与、二十
歳の誓い、閉式）
記念撮影

○参加対象者の代表者による宣誓「二十歳の誓い」を実施。
○代表者に対する証書の授与。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場フロア内に手指消毒用アルコール設置。
●マスクの着用。
●参加者に抗原検査キットを送付し、事前に各自検査を行った上
で、参加していただく。
●式典時間の短縮（来賓祝辞の省略）　※祝辞は当日配布する冊子
に掲載し、紹介予定。

対馬市シャインドームみね

13:00

平戸文化センター

市長・黒田　成彦

行事名：二十歳のつどい

式典（開式、国歌斉唱、二十歳の成人証書（仮称）授
与、式辞、祝辞、代表あいさつ2名、閉式）

〇式典の企画、運営について、参加対象者による「実行委員会」を
設置。
〇式典の企画や当日の司会進行を二十歳のつどい参加対象者が行
う。
〇二十歳のつどい参加対象者で代表者より挨拶（宣誓）を行う。

●会場での検温実施。
●マスク着用の徹底。
●手指消毒の徹底。
●来場前の体調確認。

行事名・概要 担当課 備  考（●感染症対策）

平戸市 138 136 274 1月3日

市町名 男 女 計 月 日
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開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

教育委員会

教育総務課

五島市池田町1-2

教育委員会

三井楽分室

五島市三井楽町濱ノ畔1044-1

教育委員会

玉之浦分室

五島市玉之浦町玉之浦763

教育委員会

富江分室

五島市富江町狩立460-1

教育委員会

岐宿分室

五島市岐宿町岐宿2535

教育委員会

奈留分室

五島市奈留町浦1750-2

15:00

奈留離島開発総合センター

行事名：令和5年五島市（奈留地区）はたちの集い

式典（開式、国歌・市歌斉唱、記念品贈呈、式辞、来
賓祝辞、祝電披露、はたちの誓い、閉式）
アトラクション、記念撮影

○新成人代表による宣誓「はたちの誓い」を実施。
○新成人者による司会進行を実施。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者は、スタッフ含め全員マスク着用。

行事名：令和5年五島市（岐宿地区）はたちの集い

式典（開式、国歌・市歌斉唱、記念品贈呈、式辞、来
賓祝辞、祝電披露、はたちの誓い、万歳三唱、閉式）
郷土芸能披露（獅子舞）、記念撮影

○新成人代表者による宣誓「はたちの誓い」を実施。
〇新成人者による司会進行を実施。
○各地区に受け継がれる郷土芸能を見ることにより、地域の担い手
としての自覚を促す。

●マスク着用。
●来場者の検温、消毒。
●来場者の名簿作成。
●来賓の人数減。
●座席の間隔を離す。

奈留 (3) (9) 12 1月4日

岐宿 (15) (17) 32 1月4日

9 1月4日 14:00

玉之浦支所　２階ホール

14:00

福江島開発総合センター　

行事名：令和5年五島市（玉之浦地区）はたちの集い

式典（開式、国歌・市歌斉唱、式辞、記念品贈呈、祝
辞、はたちの誓い、閉式）

○新成人代表による宣誓「はたちの誓い」を実施。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●人数制限。

富江 (13) (14) 27 1月4日 14:00

五島市立富江中学校体育館

行事名：令和5年五島市（富江地区）はたちの集い

式典（開式、国歌・市歌清聴（CD流すのみ）、記念品
贈呈、式辞、祝辞、祝電披露、はたちの誓い、閉式）
記念撮影

○新成人代表による宣誓「はたちの誓い」を実施。
○新成人者による司会進行を実施。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場出席者の氏名、連絡先の把握。

福江文化会館　

市長・野口　市太郎

行事名：令和5年五島市（福江地区）はたちの集い

式典（開式、国歌・市歌斉唱、式辞、記念品贈呈、祝
辞、はたちの誓い、はたち文庫募金報告、閉式）

○新成人代表による宣誓「はたちの誓い」を実施。
○新成人者による司会進行を実施。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場出席者の名簿作成。
●来賓の人数減。
●座席の間隔。

三井楽 (10) (11) 21 1月4日

福江 (101) (87) 188 1月4日 13:00

14:00

三井楽町公民館　２階ホール

行事名：令和5年五島市（三井楽地区）はたちの集い

式典（開式、国歌・市歌斉唱、記念品贈呈、式辞、来
賓祝辞、祝電披露、はたちの誓い、万歳三唱、閉式）
郷土芸能披露（獅子舞）、記念撮影

○新成人代表者による宣誓「はたちの誓い」を実施。
〇新成人者による司会進行を実施。
○各地区に受け継がれる郷土芸能を見ることにより、地域の担い手
としての自覚を促す。

●マスク着用
●来場者の検温、消毒
●来賓の人数減
●座席の間隔を離す

玉之浦 (3) (6)

五島市 145 144 289

市町名 男 女 計 月 日 行事名・概要 担当課 備  考（●感染症対策）
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開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

教育委員会

社会教育課

西海市大島町1922-2

雲仙市国見町土黒甲1079-1

雲仙市愛野町乙526-1

雲仙市南串町乙2-15

教育委員会

生涯学習課

南島原市有家町山川131-1

雲仙市 208 187 395

- - -

- - -

- - -

愛の夢未来センター

国見町文化会館

ハマユリックスホール

二十歳のつどい実行
委員会

行事名：二十歳のつどい

式典（オープニングムービー、開式、国歌清聴、市長
お祝いのことば、来賓祝辞、祝電・メッセージ披露、
二十歳の誓い、抽選会、閉式）
記念撮影
※次第については検討中

〇今年度より実行委員会を組織し、18歳へ成人年齢が引き下げられ
たことに伴い高校3年生～20歳までの公募を行った。
〇参加対象者による「二十歳の誓い」を述べてもらう。（2名）
〇当日の運営に実行委員も参加してもらう。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場入りは参加対象者、一部来賓、運営スタッフのみとし、保護
者等の来場は禁止。
●対象者へ事前のPCR検査、ワクチン接種の推奨

行事名・概要 担当課 備  考（●感染症対策）

西海市 156 115 271 1月4日 13:00

大島文化ホール

市町名 男 女 計 月 日

行事名：雲仙市二十歳のつどい

式典（開会、市歌（雲仙市の歌と雲仙市の風景写真の
スライド上映）、市長挨拶、来賓代表お祝いの言葉、
来賓紹介、二十歳の主張、想いでのアルバム、各地区
代表者会議役員紹介、閉会）
記念撮影

市長・金澤　秀三郎

○二十歳のつどい参加対象者代表者による「二十歳の主張」を実
施。
○内容等を検討する参加対象者による「代表者会議」を設置。
○当日の司会進行を参加対象者が行う。
●開催会場を３会場に分散。
●例年２時間程度だった所要時間を１時間程度に短縮。
●来賓縮小。
●対象者１名につき、家族１名までの入場に制限。
●参加者情報の把握と名簿作成
●会場入口での手指消毒と体温測定、マスク着用確認を実施。
●施設内共用部分の定期的換気と消毒を実施

教育委員会
生涯学習課

1月4日 14:00

市　計 5,334 5,413 10,747

南島原市 263 237 500 1月4日 11:00

ありえコレジヨホール

市長・松本　政博

行事名：令和5年南島原市二十歳のつどい

式典（開式、国歌（清聴）、市長式辞、記念品贈呈、
来賓祝辞、来賓紹介（紙面紹介）、祝電披露（掲示紹
介）、二十歳の誓い、閉式）

○成人として自覚を持ってもらうため、新成人代表による「二十歳
の誓い」を実施。

●会場入りは、①二十歳のつどい対象者 ②保護者・家族（介護者
をのぞく）　※二十歳のつどい対象者1名につき1名参加可能  ③来
賓（一部）　④運営スタッフ
●出席者（スタッフをのぞく）は、会当日、事前に郵送している健
康チェックシートを提出。
●会場入口にて手指消毒、検温を実施。
●出席者はスタッフ含め、全員マスク着用。
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開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

長与町 210 220 430

長与町吉無田郷73-1 教育委員会

生涯学習課

長与町吉無田郷73-1

教育委員会

町長・吉田　義德 社会教育課

時津町野田郷62

市町名

とぎつカナリーホール
行事名：時津町二十歳のつどい

式典（開式、国歌斉唱（ＣＤを流すのみ）、励ましの
ことば、お祝いのことば、二十歳の誓いのことば、交
通安全宣誓、閉式）
記念撮影

〇参加対象者代表による「誓いのことば」を実施。
〇参加対象者代表による「交通安全宣誓」を実施。
〇式典の企画、運営について、参加対象者による「運営委員会」を
設置。
〇式典の企画や当日の受付・会場案内・司会進行等を参加対象者が
行う。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●参加者が密にならないようスタッフによる誘導等を行う。
●会場入りは参加対象者、一部来賓、運営スタッフのみとし、保護
者等の来場は禁止。

西彼杵郡計 340 414 754

時津町 130 194 324 1月8日 12:45

男 女 計 月 日 行事名・概要 担当課 備  考（●感染症対策）

【オンライン配信】
　式典の模様をYouTubeでLIVE配信（長崎県立大学シーボルト校と連携）

- - 220 1月8日 11:00

長与町民文化ホール

- - 210 1月8日 14:00

長与町民文化ホール

町長・吉田　愼一

行事名：令和5年長与町二十歳のつどい

式典（開式、国歌斉唱（音楽のみ）、式辞、来賓祝
辞、来賓紹介、祝電披露、二十歳のことば、交通安全
宣誓、閉式）

〇二十歳の節目を祝い励まし、大人としての社会への積極的な参加
を促す。
〇家族や友人、地域とのつながりを深め、故郷を顧みる場とする。
〇二十歳のつどい参加対象者代表者による宣誓「二十歳のことば」
を実施。
〇式典の企画、運営について、二十歳のつどい参加対象者による
「実行委員会」を設置。
〇式典の企画や当日の司会進行を二十歳のつどい参加対象者が行
う。
〇飲酒、年金、税金、選挙などに関するパンフレット等を配布し、
意識啓発につなげている。
●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●会場出席者はスタッフ含め全員マスク着用。
●会場入りは二十歳のつどい参加対象者、一部来賓、運営スタッフ
のみ。
●中学校区ごとに分けて開催（2部制）
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開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

教育委員会

町長・岡田　伊一郎 社会教育係

東彼杵町彼杵宿郷706-4

教育委員会

町長・波戸　勇則 社会教育係

川棚町中組郷1506

波佐見町総合文化会館 教育委員会

波佐見町折敷瀬郷2064 町長・前川　芳徳 社会教育班

【オンライン配信】
式典の様子を後日YouTube配信。

開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

教育委員会

町長・西村　久之 教育生涯学習班

小値賀町笛吹郷2371-1

教育委員会

町長・古庄　剛 社会教育班

佐々町本田原免146

開 始 会場名 主催者

時 刻 住  所 （役職・氏名等）

教育委員会

町長・石田　信明 生涯学習課

新上五島町青方郷1549-6

市町名 男 女 計 月 日 行事名・概要 担当課 備  考（●感染症対策）

行事名：波佐見町二十歳のつどい

式典（開式、国歌斉唱（CDを流すのみ）、町長式辞、
記念品贈呈、来賓祝辞、お礼のことば・二十歳の主
張、閉式）
記念写真撮影、アトラクション（抽選会）

○参加者の中から、１名「二十歳の主張」を発表。
〇町広報紙に男女各１名ずつ「二十歳の誓い」を掲載。

●出席者を県内在住者、ワクチン接種済（３回）またはPCR検査
（陰性）を受けた県外在住者に限る（PCR検査費用補助あり）。
●会場入口での手指消毒、検温の実施。
●会場内全員のマスク着用。
●行事内容の時間短縮。

東彼杵町総合会館グリーンハートホール 行事名：東彼杵町二十歳を祝う会

式典（開式、国歌斉唱、町長式辞、記念品贈呈、祝
辞、誓詩、閉式）

○二十歳を祝う会、参加対象者の代表者による「二十歳の誓い」の
発表。
○司会進行。

●消毒、マスク着用、入場制限。

川棚町 73 78 151 1月7日 14:00

川棚町公会堂

東彼杵町 42 27

郡　計 746 760 1,506

県　計 6,080 6,173 12,253

石油備蓄記念会館 行事名：二十歳のつどい

式典（開式、国歌斉唱、町歌斉唱、記念品授与、式
辞、祝辞、二十歳の誓い、万歳三唱、閉式）

〇新成人代表者による「二十歳の誓い」を実施。
〇地元に残っている新成人者が中心となって式典の登壇者を決定。

●消毒。
●マスク着用。

南松浦郡計 96 95 191

新上五島町 96 95 191 1月3日 13:30

市町名 男 女 計 月 日 行事名・概要 担当課 備  考（●感染症対策）

佐々町文化会館 行事名：令和5年佐々町成人式

式典（開式、国歌斉唱（ＣＤ）、二十歳証書授与
（仮）、町長式辞、激励のことば、来賓紹介、祝電披
露、二十歳の誓い（仮）、閉式）

○式典の中で代表者による「二十歳の誓い」を行い、二十歳を迎え
るにあたっての抱負を発表させ、二十歳としての自覚を深めさせ
る。
○選挙啓発や年金、自動車運転、飲酒の心得などに関するパンフ
レット等を配布し、新成人者に対し、社会的認識を深めさせる。

●消毒、マスクの着用。

佐々町 100 74 174 1月5日 10:15

波佐見町 81 62 143 1月3日 10:30

東彼杵郡計 196 167 363

69 1月3日 10:30

行事名：川棚町二十歳のつどい

式典（開式、国歌斉唱（音楽のみ）、式辞、記念品贈
呈、二十歳の誓い、祝辞、祝電披露、閉式）
アトラクション、川棚町特産品抽選会

○二十歳の成人代表が「誓いの言葉」を述べる。

●会場入口にて手指消毒、検温実施。
●参加者は全員マスク着用。
●参加者を制限。（新成人者、保護者、一部来賓、運営スタッフの
み）
●「国歌斉唱」では斉唱せず音楽のみ流す。

備  考（●感染症対策）

小値賀町離島開発総合センター 町民ホール
行事名：第75回小値賀町成人式

式典（記念写真撮影、町長式辞（主催者挨拶）、二十
歳の個人スピーチ（新成人者全員）、その他）

〇新成人全員に「個人スピーチ」の時間を設定し、新成人者として
の決意・将来の目標等の発表の場を設けている。

●消毒。
●マスク着用。
●体調管理の徹底。

小値賀町 14 10 24 1月3日 10:00

北松浦郡計 114 84 198

市町名 男 女 計 月 日 行事名・概要 担当課
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