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要旨 「地元出身の若者が集う成人式を、官民連携によりＵターン促進のイベントへと変化できないか」。この構想の可能

性を検討するべく、成人式に民間企業が関与した事例を収集・調査した。企業の関与の類型は、量と程度で限定的だが、「式

で印象に残る体感をさせる」、「媒体により情報を伝達する」、「式の一部を外注する」、「求人 PRをする」と大別される。それ

ぞれについてＵターン促進の目的のもとに改善・進化を加えれば、自治体と企業の双方に有益な成人式を実現できる可能性

が示唆される。成人式は自治体の公共政策として開拓・発展の余地が大きいテーマであり、諸領域における調査研究と社会

的議論が望まれる。 
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本研究の意義 

 2020年現在、日本のほとんどの地域社会及び自治体は、

人口減少への対応を迫られている。人口減少は地域社会

及び自治体にとって、経済・産業の担い手不足に直結し、

経済力の減退が不可避だ。それらは住民にとって、一般

に、市場経済から得られる恩恵（商品・サービス）への

アクセスが困難になり、また自治体等から提供されるサ

ービスの低下につながり、生活の質を下落させる。 

 そういった悪影響の緩和策として、大多数の自治体は、

域外からの移住者を増やそうと、進学・就職などで転出

した地元出身者の帰郷を促すＵターン促進策を実施して

いる。一般的に見られるのは、大都市で地元企業の合同

就職説明会を開く、Ｕターン就職した人に対し支援金を

給付する、などといった施策だ。各自治体は、地域社会

の存続が懸かる取り組みだとして、それらのＵターン促

進策に多大な費用と労力を投じている。 

 この世相の中、Ｕターン促進の機会として最適である

にもかかわらず、目立った変革が見られない施策がある。

成人式だ。人口減少が社会的課題となり、若者の地元定

着・Ｕターン促進が自治体の政策テーマとなって久しい

が、成人式をそのために大胆に変革したという事例は見

られない。 

 若者のＵターンと地元定着を促進したい地方の自治体

及び企業にとっては、地元出身の新成人が一堂に会する

成人式の場は、その訴求のために絶好のチャンスのはず

である。だが一般的には、首長・議長が祝辞として地元

に回帰・定着してほしいとの願望を述べる程度にとどま

ると言えよう。 

 筆者はここに着目し、Ｕターン促進の観点からの成人

式の変革を構想している。具体的には、これまで専ら自

治体が掌握してきた成人式を、地元企業と官民連携（本

稿では、自治体と民間企業の連携という意味でこの語を

用いる）で企画・運営することで、地元企業が、就職を

控えているまたは転職の可能性が高い若者と接触するチ

ャンスを得られると考えたのである。 

 そこで本稿では、一般的な成人式の形態を踏まえた上

で、民間企業が関与する成人式の事例を収集し、民間企

業の関与の類型を整理する。その上で、現状の成人式を

Ｕターン促進・官民連携の観点から変革する可能性につ

いて考察する。 

 なお本稿で、民間企業の「関与」とは、能動的か受動

的かを問わず、民間企業が自治体の開催する成人式に関

係して新成人にその存在を認知されるような関わりをも

つことを指すものとする。 

 調査方法は、主としてインターネット検索及び行財政

情報データベース「47行政ジャーナル」による文献調査

である。なお、山形市の成人式（「成人の祝賀式」）につ

いては、現地視察を行った。 

 

地方都市の成人式の一例 

 本章では、地方都市における成人式の例として、2019

年 1月の山形市「成人の祝賀式」の概要を述べる。 

 山形市は人口約 25万人で、近年の「成人の祝賀式」対



 

 

象者数は約 2,500名1、出席者数は約 2,000名である。同

式は2020年までは成人の日を含む3連休の中日に行われ

た。会場は同市の総合スポーツセンターで、広大なアリ

ーナと客席に新成人を収容する。なおアリーナには土足

用シートが張られた上に膨大な数のパイプが並べられる。

現場の市職員に聞いたところ、これらを準備したのは休

日に動員された市職員らだという。 

 式の主なプログラムは次のとおりであった。 

 ・オープニング：プロチームによるチアリーディング 

 ・祝賀式実行委員長による開式の辞 

 ・国歌・「山形市民の歌」斉唱（市オペラ協会員出演） 

 ・市長・市議会議長祝辞 

 ・幼稚園児と小学生による「お祝いのメッセージ」 

 ・実行委員会企画のクイズコーナー（ゆるキャラ出演） 

 ・恩師からのメッセージ（各中学校 1分×約 30校） 

 ・実行委員による書道パフォーマンス 

 

 

図１ 山形市「成人の祝賀式」（著者撮影） 

 

 一会場への集合、来賓参列、国歌や市民歌の斉唱、市

長や議長の祝辞といった伝統的な式典形態を維持しつつ、

実行委員と市職員による可能な限りの工夫がなされてい

ることが伺われる。エンターテインメント部分の要所要

所では拍手や歓声が上がり、多くの新成人が満足した時

間を過ごしたものと思われる。混乱は見られなかった。 

 一見良好な行事と思われるが、これを「自治体が多大

な費用・労力を投じて行う公共政策」として厳しく見る

とどうか。すると、多大な費用・労力を、「微笑ましい行

事を遂行するため」に費やしているという批判的指摘が

できる。 

                                                      
1 山形県教育庁文化財・生涯学習課「令和２年 県内市町村『成

人式』実施予定について」（2019年12月12日） 

https://www.pref.yamagata.jp/documents/9373/press_file02

.pdf 

 これに対し、成人式は一般的に社会教育の目的で実施

され、その効果は計測不能である（計測不能な効果があ

る）との反論が想定される。しかし、前述のように地域

経済・産業の持続が課題である地域と時代において、社

会教育上の意義があるからといってこのままの成人式を

続けるのは果たして現実的な公共政策と言えるのか。 

 本稿ではその改善案として、社会教育の目的を維持し

つつ、地域経済・産業の持続に資するＵターン促進の目

的をも併せ持つ成人式へと変化することを構想する。自

治体側の限られた資源でそれを可能にするには、地域の

民間企業の協力・参画を得ることが望ましい。この視点

に立脚し、同案の検討材料とすべく、各地の「民間企業

が関与した成人式」の事例を（目的がＵターン促進か否

かを問わず）次章のとおり探索した。 

 

民間企業が関与した成人式の事例 

 本章では、成人式に民間企業が関与した事例を類型別

に挙げる。 

 

1.  会場・エンターテインメントプログラムの提供 

 民間企業が関与する成人式として、千葉県浦安市のも

のが広く知られる。同市には東京ディズニーリゾート（運

営事業者：株式会社オリエンタルランド）が立地し、東

京ディズニーランド内のイベントスペースを会場として

ディズニーキャラクターたちが出演する成人式は、毎年

テレビ等で報道される。 

 2020 年の場合、同市の成人式2は、成人の日当日の午

前中に行われ、所要時間は 30分とされている。プログラ

ムは、一般的な市長・市議会議長の祝辞に東京ディズニ

ーリゾートアンバサダーの祝辞が加わり、成人式実行委

員会による出し物の後、ディズニーキャラクターやダン

サー、シンガーによる歌とダンスが披露される3。 

 同市成人式において、東京ディズニーリゾート側は会

場とエンターテインメントプログラムを提供しているの

である。さらに、同市は参加者の入園料を負担し4、新成

人たちは終日、ディズニーランドを楽しむことができる。 

 当該事例は確かに自治体と地元民間企業が深く関わり

                                                      
2 浦安市公式サイト「令和元年度浦安市成人式を開催（令和 2

年1月13日）」  

http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/koho/topics/1028258

/1028260/1028367.html 
3 cinemacafe.net「【ディズニー】令和初の浦安市成人式もパー

クで開催 ミッキーも祝福！」（2020年1月14日） 

https://www.cinemacafe.net/article/2020/01/14/65351.html 
4 朝日新聞デジタル「千葉）ミッキーたちが歌とダンスで祝福 

浦安市の成人式」（2020年1月14日）  

https://www.asahi.com/articles/ASN1F3QMFN1FUDCB002.html 



 

 

合った成人式であるが、浦安市は首都圏自治体であり人

口減少の危機に瀕しているとはいえず、本稿の主題とす

る「（いわゆる）地方のＵターン促進」とは乖離がある。

ただし、東京ディズニーリゾート（株式会社オリエンタ

ルランド）側が、成人式に関与することで現在及び将来

の顧客獲得というメリットを得ていることは特筆すべき

点である。つまり、成人式という機会に参加者に一斉に

自社の魅力を味わってもらい、以後の人生で優良顧客と

なることを促すという仕掛けは、他地域の自治体や地元

企業においても応用可能と考えられるのである。 

 

2.  委託によるイベント企画 

 前節と共通して「成人式の一部を民間企業に委ねる」

ものとして、興味深い事例がある。 

 大分市は、2006年 1月の成人式のイベント部分を市内

の広告代理店に委託して実施した。報道5では、同市教育

委員会生涯学習課の声として“「イベントのノウハウが

ない行政の発想では、若者を引き付けるには限界がある」”

との理由が示されている。同市ではこの成人式から新成

人による実行委員会が企画運営に参加し、“イベント内

容は実行委員会の意向を組み入れた”とされる。 

 報道からはＵターン促進の目的は読み取れないが、こ

の手法を採用することで、イベント企画運営を仕事とす

る企業のスキルにより、新成人に効果的に地元での生き

方をアピールする成人式を実現できる可能性がある。新

成人を人材または消費者としてターゲットとする企業は

幅広いことから、多くの企業の協力や創意工夫により、

新成人へのサービスの向上や企業側のビジネスチャンス

（採用機会・顧客獲得機会）の拡大が志向されるだろう。 

 

3.  協賛金品の提供 

 自治体側が民間企業に、成人式への協賛金を募るケー

スが見られる。 

 ごく単純な例としては、自治体が成人式への協賛金を

募り、協賛企業名を自治体Webサイトや成人式のパンフ

レット等に掲載するというものだ。これだけでは企業が

得られる実質的な利益はほとんど無く、見返りを求めな

い寄附に近い。 

 なお、静岡県菊川市は、協賛金という名目ではないも

のの、成人式で新成人に配布される「成人式のしおり」

への広告掲載企業を有料（1枠につき5,000円、2枠まで

申込可能）で募集した6。なお同市は、募集に当たり、“掲

                                                      
5 共同通信「成人式のプロデュースを民間に委託」（2005 年 12

月12日） https://47gyosei.jp/article/?id=272555 
6 菊川市「成人式のしおりへの広告掲載企業を募集します」

載する広告は、新成人へのお祝い特典をつけたクーポン

券となるようにしていただき、企業の良さを PRしてくだ

さい。クーポン券が難しい場合は、お祝いメッセージを

掲載していただいても構いません”7とし、新成人が消費

者として広告掲載企業を利用することを誘導している。 

 そのような中で東京都杉並区は、2020年の成人式（「成

人祝賀のつどい」）から企業協賛を募集することとし、そ

の広告代理業務を広告代理店（株式会社産案）に委託し

た8。同社 Web サイト9では協賛メニューが次の３種類提

示された。 

①パンフレット協賛：来場者全員に配布するパンフレッ

ト内に広告を掲載。50,000円から。 

②サンプリング協賛：来場者全員に配布するバッグにサ

ンプルやチラシを封入。50,000円。 

③ポスター協賛：会場内のメイン動線上にポスターを掲

出。20,000円（制作費・印刷費含まず）。 

 杉並区は成人式という場を新成人への広告の機会と明

確に位置付けていると解される。前述の浦安市と同様、

杉並区も都心でありＵターン促進の文脈には載らないが、

新成人と企業との接点に価値を見出したという点で特筆

すべき事例と言える。併せて、広告事務を自治体が自ら

行うのではなく、その道のプロである広告代理店に委託

したことにも注目される。成人式における事務の民間委

託の例として他自治体の参考となるだろう。 

 

4.  企業説明会の開催・企業ＰＲブースの設置 

 本節以降の例は、新成人にＵターンや地元定着を訴求

する取り組みである。 

 成人式に併せて企業説明会や企業ＰＲブースの設置を

行い、新成人に地元企業に触れさせる例がある。 

 長野県小諸市では、2008年 1月に「地元企業の会社説

明会を兼ねた成人式」10が同市成人式実行委員会の主催

で開かれた。当時の報道によると、小諸市総合体育館を

会場に、地元企業 14社が“スライドなどを使い盛んにＰ

Ｒ”し、“晴れ着姿の新成人らは真剣な表情で説明に耳

を傾けた”という。各参加企業は協賛金 3万円を支払い、

                                                                                     

（2019年10月12日） 

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/shakaikyouiku/seiji

nnsiki/seijinsikikoukokubosyuu.html 
7 同上 
8 株式会社産案 わかる広告「新成人に商品やサービスをアピー

ルできる！1 月開催杉並区『成人祝賀のつどい』協賛企業募集

中！」（2019年11月15日） 

https://www.san-an.co.jp/blog/2019/11/15/179 
9 同上 
10 共同通信「『地元企業の魅力知って』長野、成人式で会社説

明会」（2008年1月6日） 



 

 

“市の成人式の支出は例年の約 3分の 1になった”。 

 式は、“新成人を出身の小中学校区ごとにテーブルに

わけての立食パーティーの同窓会形式にし、それに加え

て企業や地場産業のＰＲをするブースも設置して、その

引き換えに企業から協賛金をもらって経費を賄うという

スタイル”11であったとされる。 

 京都府舞鶴市の成人式でも、会場（舞鶴赤れんがパー

ク）に企業ＰＲブースが設置される。これは地元コミュ

ニティＦＭラジオ局「ＦＭまいづる」（事業主体：一般財

団法人有本積善社）が主催し、市が協力する「ＦＭまい

づる77.5☆新成人応援プロジェクト」によるものであり、

企業は同局の成人式特別番組に協賛することで、ブース

設置及び番組内でのＣＭ放送ができる12。 

 

 

図２ ＦＭまいづる77.5☆新成人応援プロジェクト13 

 

一例として、2019年に協賛企業となった地元自動車販

売店は、車の展示、モニターでの企業ＰＲ動画再生、企

業資料の配布などを行い、特別番組の公開生放送にも出

演した14。 

 人口10万人未満の地方都市である両市の成人式は、友

人との再会を楽しむ同窓会のような雰囲気と思われる。

そのような中でこれらのブースがどれほど新成人の目に

留まったかは気になるが、成人式で新成人と地元企業と

の接点を設けるという点で積極的な取り組みといえる。 

 自治体の中には成人式とは別に地元企業の合同説明会

                                                      
11 えひめ地域政策研究センター 研究員ブログ「成人式と会社

説明会が合体！？」（2008年1月9日） 

http://www.ecpr.or.jp/blog/aienoaaiancai/ 
12 FMまいづる 77.5MHz「FMまいづる 77.5☆新成人応援プロジ

ェクト2020（令和２年）」（2020年1月6日） 

https://775maizuru.jp/pgtopics/pgtopics-13511/ 
13 同上 
14 株式会社大嶋カーサービス「舞鶴市の成人式会場で企業 PR

をさせていただきました！」（2019年1月15日） 

https://ameblo.jp/happy-oshima/entry-12433103886.html 

を開くものがあるが、それは「もともと地元志向がある

者」のみを集めることになる。成人式はそうではない者

も集まる場であるため、やり方次第では、地元志向では

なかった者を地元企業と出合わせる場となりうる。 

 

5.  地元企業情報誌の配布 

 成人式への地元企業の関与の形として散見されるのが、

企業情報誌の配布だ。 

 一例として、山口県周南市では、地元商工会議所が「周

南市企業ガイドブック」（企画・編集：徳山商工会議所、

協力：株式会社新周南新聞社）を作成し、成人式で配布

している。その目的と内容について、徳山商工会議所は

次のとおりＨＰで公表している。 

“周南市の多くの企業で人材の確保が困難な状況の中、

若者の地元就職に繋げていくことを目的とし作成したも

のであり、業種別に昨年より 9社多い113社を掲載して

います。さらに、今夏の東京オリンピック開催でスポー

ツに注目が集まる中、企業で実施しているスポーツ活動

の紹介や卒業生で組織される周南市内各高校の同窓会の

連絡先も掲載しています。”15 

 

図３ 徳山商工会議所・新南陽商工会議所 

『周南市企業ガイドブックSHUMAN2020』P.49 

                                                      
15 徳山商工会議所「『周南市企業ガイドブック２０２０』を成

人式で配布しました。」（2020年1月14日） 

http://tokuyama-cci.or.jp/publics/index/1/detail=1/b_id=

1/r_id=378#block1-378 



 

 

 新成人がこのガイドブックで地元企業の情報を知り、

地元に就職することを狙った方策である。プロによる編

集・構成のフルカラー122 ページというクオリティの高

さも注目される。 

 同様の取り組みを行う北海道釧路市では、情報誌（作

成：釧路市、釧路商工会議所、一般社団法人北海道中小

企業家同友会 くしろ支部）に、首都圏と比べての釧路の

可処分所得の高さ（釧路のほうが給与は低くても可処分

所得は高いとする）や、通勤時間の短さ、夏の過ごしや

すさなどをアピールするページを設けている16。首都圏

への曖昧な憧れによって首都圏の企業への就職を志望し

ようとする若者を想定していると思われる。ただしこち

らは文字中心でフリー素材のイラストを組み込んだ、市

職員が編集したと思しきスタイルである。 

 企業情報誌の配布は、経済・社会の担い手不足という

地方の自治体及び産業界の課題に対し、新成人に地元就

職を促す情報を供給するという点で、ストレートな解決

策といえる。企業にとっても、高い広告費を払うことな

く地元出身者に自社情報を伝達する方法として有益とい

える。 

 ただしこの策は、「新成人たちが式でもらった情報誌を

帰宅後にしっかり読む」ことが前提である。一般的な二

十歳の若者、とりわけ地元へのＵターンを考えていない

者が、地元企業の情報誌をしっかり読むと期待できるだ

ろうか。地域外へ進学した新成人が情報誌を受け取って

も、一度も開かず実家に置いたまま進学先へ戻り、その

存在など忘れて大都市志向の就職活動に入る――という

ケースがありがちのように思われる。当事者にとって有

効な（“刺さる”）情報伝達の仕方が問われる。 

 

6.  スマートフォンアプリの活用 

 新成人への情報伝達に、スマートフォンアプリを活か

す取り組みも見られる。 

 宮崎市は、“地元就職率の向上をめざし、市内企業の

就職説明会の日程や企業支援制度の情報、地元に就職し

た先輩の話や面接に役立つ助言などが随時配信され

る”17スマートフォン用アプリ「20do（にじゅうど）」を

作成（2016年4月公開）した。それに成人式への出席確

認や新成人同士の情報交換機能を付加して新成人たちへ

                                                      
16 北海道釧路市ホームページ「２０２０『くしろ２０歳のつど

い』（成人式）において UIJターン PRを実施しました【写真あ

り】」（2020年1月） 

https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/koyou/uij-turn/pa

ge00011.html 
17 公明党「地元就職 応援アプリ」（2017年7月10日） 

https://www.komei.or.jp/news/detail/20170710_24868 

PR し、多数の登録者（2017 年 7 月までに 4,300 人超18）

を獲得した。 

 

図４ Web版「20do」(http://20do.jp) 

 

 当該アプリは市が作成し、希望する事業者（対象：宮

崎市内に本社または事業所等を有し、市内で就労する人

材を募集する企業）は、アプリからリンクするサイト

「20do 企業図鑑」に無料で企業情報を掲載できる19。

「20do企業図鑑」には 2020年 5月時点で97事業者が掲

載されている。 

 これも企業情報誌と同様、成人式への直接的な関与と

は言えないが、成人式に絡めて新成人たちにスマートフ

ォンアプリを普及させることで、地元企業から新成人へ

の情報伝達経路を築く取り組みである。新成人が紙の情

報誌を長期間にわたり手元に置いて参照することは考え

にくいが、スマートフォンアプリは（すぐ削除されない

ような付加価値を備えることで）長期にわたる情報伝達

経路となりうる。「動画世代」とされる若者に親和性の高

い動画による情報伝達も可能だ。 

 新成人の実態を鑑みれば、紙の情報誌に比べスマート

                                                      
18 同上 
19 宮崎市「『20do 企業図鑑』への掲載企業を募集しています」

（2020年3月18日） 

https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/employmen

t/45011.html 



 

 

フォンアプリはターゲットに情報が伝わる可能性が高い

と考えられる。将来の人材または顧客として若者をター

ゲットにする企業にとって有用な媒体だ。ただし、新成

人がこの経路を遮断することは容易なため、やはり情報

発信の仕方には巧妙さが求められるだろう。 

 

整理・分類 

 以上、成人式と民間企業との関与の事例を類型ごとに

述べたが、これらは次のとおり整理・分類できる。 

 まず新成人の視点から、成人式当日の体験により新成

人に企業に関する印象を与えるもの（いわば「体感型」）

か、成人式の後に新成人が得る情報で印象を与えようと

するもの（いわば「媒体型」）かによって分けられる。前

者は①千葉県浦安市と④京都府舞鶴市・長野県小諸市、

後者は③東京都杉並区、⑤山口県周南市・北海道釧路市、

⑥宮崎市である（②大分市は内容不明のため除外）。 

 ただし同じ体感型であっても、当事者である新成人の

多くにとって、①は成人式という祝祭とエンターテイン

メントが相性の良い組み合わせとして感じられるだろう

が、それに対し④は成人式と企業の説明会やブース出展

との組み合わせが違和感を生じないか懸念される。企業

が新成人にアピールしたいからといって成人式の場に登

場しても、彼らの感覚からして場違いに感じられ、スル

ーされてしまっては意味が無い。企業にとっての関与の

インセンティブである効果的な印象付けを狙うには、新

成人の期待するであろう祝祭的雰囲気に十分適合した体

験を用意することが求められる。 

 媒体型のうち、③⑤は単発的な情報伝達であるのに対

し、⑥は持続的な情報経路を築くものであり、若者に地

元社会からの情報を伝える手段として注目される。体感

型と共通するが、いずれも新成人に単なる発信者視点の

広告媒体とみなされてはすぐ捨てられて終わりだろう。

地元社会から若者、とりわけ地域外に出た地元出身の若

者との接点は希少であるから、彼らの心に響く情報を伝

達できれば企業にとってなお価値の高い媒体となる。 

 また、成人式を運営する自治体の視点からは、運営業

務やプログラムの一部を民間企業に委ねるもの（いわば

「外注型」）と、民間企業に新成人への求人 PRをさせる

もの（いわば「求人型」）に分けられる。前者は①②③、

後者は④⑤⑥である。 

 自治体職員が不慣れなイベント関係業務を民間企業に

委託することは、行政の合理化・効率化・働き方改革の

ために一般的に見られる施策だ。①②③のいずれも、自

治体が自前で実施するのに比べ自治体側の負担が少なく、

質の高い成果が得られたと考えられる。とりわけ成人式

に付随するイベントの企画を民間委託した⑥の形態は、

前例踏襲や儀礼主義といった役所の体質を脱した、合理

的な成人式の形を提示することが期待される。 

 同じく合理性の観点から、地元出身の若者が一堂に会

する成人式を就職・転職情報提供の機会にすることは一

見有益と思われる。ただし、一般の企業説明会や就職情

報サイトなどに集まる若者とは違い、成人式の参加者の

ほとんどは企業情報を期待していない。そのような参加

者にどのようなアプローチが有効か、各地で試行錯誤が

行われていてもよいはずだが、現状では資料配布やブー

ス出展といったごく単純な手法にとどまっている。 

 

結びと問題提起 

 以上の検討を総括すれば、各種の事例により成人式へ

の民間企業の関与には複数の形態があり、それぞれにつ

いてＵターン促進の目的のもとに改善・進化を加えれば

自治体と企業の双方に有益な成人式を実現できる可能性

が示唆されると言える。ただし、民間関与の事例が量と

深度の両面で限られるため、これを補強するには次の点

が課題となる。 

 第一に、成人式以外で自治体の主導するイベントを官

民連携により実施している事例を調査し、成人式への応

用可能性を検討することである。例えば各地で行われる

市民マラソンや、「マルシェ」と呼ばれるイベントは、自

治体がイベント事業者に企画運営を委託する場合が多い。 

 第二に、自治体主導ではない形態の、成人式に合わせ

たイベントまたは帰省する地元出身者向けのイベントの

事例を調査することである。 

 

 

図５ 東北芸術工科大学企画構想学科学生による 

「Celebration The Age 20 Party」20 

 

山形市では 2015年 1月、成人式と同日の午後に、東北

                                                      
20 東北芸術工科大学「20歳の新しいつながりを作るイベントを

ホテルメトロポリタン山形にて企画・実施」（2015 年 1 月） 

https://www.tuad.ac.jp/2015/01/45020/ 

https://www.tuad.ac.jp/2015/01/45020/


 

 

芸術工科大学企画構想学科の学生が企画した新成人向け

パーティーが開催されている21。これは成人式（の日）

に新たな付加価値を添えようとする取り組みとして興味

深い。 

 さらには、そもそもなぜこの時代において「成人式に

おける官民連携」が数と深度でごく限定的な取り組みに

とどまっているのか、という大問題に直面する必要があ

る。自治体・民間双方にとって有益に思われる成人式の

活用ができない要因は何か。大分市の委託方式、小諸市

の企業説明会併催方式はなぜ広がらなかったか。別稿で

自治体の組織体質の問題を指摘したい。 

 このとおり、成人式は自治体の公共政策として開拓・

発展の余地が大きいテーマであり、行政・経済・社会・

政治等の諸領域における調査研究が望まれる。またそれ

以上に、多くの人々が参加経験を持つ行事であり、地域

の将来に影響する具体的な政策として、成人式について

の社会的な議論が盛り上がることを強く期待する。 

〈終〉 
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