
主催：平塚市
実施主体：令和4年平塚市成人式実行委員会



令和４年平塚市成人式実施結果

令和４年平塚市成人式については、新型コロナウイルス感染防止対策を十分講じた上
で、トッケイセキュリティ平塚総合体育館で「２部制による分散開催」と「オンライン
配信」により実施しました。

 日にち
 時間・

参加対象者
(出身中または
該当学区)

 会場
 対象者数
 参加者数
 参加率

令和４年１月１０日（月・成人の日）
第１部 １２時００分～１２時３０分

浜岳、春日野、江陽、土沢、大野、大住、
金目、平塚中等

第２部 １４時３０分～１５時００分
太洋、神明、山城、旭陵、神田、中原、
金旭、横内、その他

トッケイセキュリティ平塚総合体育館
２，５１５人
１，７２１人
６８．４２％



令和４年平塚市成人式プログラム
第一部

第二部

１１：４５ YouTube配信開始

１２：００ ・開式のことば 佐藤 琴絵 令和４年平塚市成人式実行委員長

・平塚市長あいさつ 落合 克宏 平塚市長

・御来賓祝辞 数田 俊樹 平塚市議会 議長

・恩師からのビデオレター

・閉式のことば 菅原 優衣 令和４年平塚市成人式実行委員

１２：４５ YouTube配信終了

１４：１５ YouTube配信開始

１４：３０ ・開式のことば 松田 笑空 令和４年平塚市成人式副実行委員長

・平塚市長あいさつ 落合 克宏 平塚市長

・御来賓祝辞 数田 俊樹 平塚市議会 議長

・恩師からのビデオレター

・閉式のことば 小坂 渚 令和４年平塚市成人式実行委員

１５：１５ YouTube配信終了



平塚市成人式実施要綱より
１．実施のねらい

２．主催

３．実施主体

４．実施期日

５．対象者

６．実施内容

成年に達した青年の、大人に成ったという自覚を促すとともに、
自ら生き抜こうとする青年の前途を祝福、激励し、社会に貢献
できる喜びを互いに分かち合うことをねらいとして実施する。

平塚市

平塚市成人式実行委員会

１月の第２月曜日

成人式の実施日が含まれる年度中に２０歳に達し、平塚市に住
民登録をしている者。
その他市長が認める者も対象とする。

成人式にふさわしいものを実施する。



会場内・オンライン配信の様子
身体的距離を確保するため、着席方式で行いました。
会場内は振袖やスーツ姿の新成人が旧友との再会を喜びな
がら、マスク着用や手指消毒等の感染症対策にもご協力い
ただきました。
天候にも恵まれ、多くの新成人に出席いただき、無事に成
人式を開催することができました。

オンライン配信

 配信方法

 ライブ配信

 配信視聴総数

YouTubeにおける限定公開
※限定公開…配信URLが分かる方のみ視聴できる。YouTube内の検索や、
おすすめ・関連動画、チャンネル内の動画に表示されない。

⇒アクセス過多により本当に観たい人が観られなくなることを防止。

最大同時視聴数 第１部２４９人、第２部２０２人

式典当日から１月２４日まで

再生回数 第１部２，１１１回、第２部１，６０２回 合計３，７１３回



成人式実行委員会企画① 《 オンライン抽選会 》

市内企業様に御協賛をいただき、１７個の賞品を用意しました！

応募要項（概要）
 案内ハガキに記載した二次元コードから専用応募フォームにアクセスし、案内ハガキの宛名

右下に記載した抽選番号と、氏名、クイズの答え、希望賞品（複数選択可。ただし、１名に
つき賞品当選は１つまで）等を入力し応募。

 応募締め切り：成人式前日の令和４年１月９日（日）
 当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

有効応募数 ７２８人



オンライン抽選会 御協賛企業様①※敬称略



オンライン抽選会 御協賛企業様②※敬称略



成人式実行委員会企画② 《 20th Pass （ハタチパス） 》

成人式実行委員会が

地元企業様に協賛をお願いし、実施いたしました！

新成人の皆さんが使用できる
「特典サービスPass」です！

※ 対象のお店で「20th Pass」を提示すると、
素敵な特典があります！

成人式案内ハガキ又は公式LINEにある左記面の「20th Pass」を対象の
お店に提示して利用しよう！
なお、公式LINEは、案内ハガキに記載されている二次元コードから登録
できます。
（併せて身分証明書の提示が必要になる場合があります。）
※ 令和４年３月３１日(水)まで 繰り返し使用できます！



20th Pass ご協賛企業様※敬称略

echelle
アンティークショップ メニュー
カラオケまねきねこ平塚西口店

平塚旭店
平塚田村店

喫茶シャポー
湘南平塚ベーカリーむぎの里
湘南平塚モータースクール
鮨処 本陣
有限会社 東曜印房
株式会社 湘南第一興商
ビックエコー平塚本店
アイリッシュパブ＆スポーツバー CELTS 平塚店
炙りダイニング 楽蔵 平塚店
バッティングパレス湘南・平塚
ひらつかスターモール整体院
F・ドリーム平塚
山口葬祭仏具店

BRICK HOUSE by TokyoShirts
炙り牛タン万
アマルフィイホワイトガーデン
いっさい
お直しコンシェルジュ ビッグ・ママ
海鮮三崎港
鈴廣かまぼこ
ちがさき濱田屋
土風炉
とんかつ新宿さぼてん
白洋舎
ハッピーナッツカンパニー
パウダーパレット＆ビューズ
ビューティーフェイス
フラワーショップHANAMASA
メガネのアイガン
和菓子 菜の花
和ごはんとカフェ Chawan

ALLSAINTS
axes femme
BINA TERRACE
Canal4℃
claudio pandiani
CROWDED CLOSET
FLEXFIT
Hurley Store Hiratsuka
nana's green tea
ORIHICA
QUIKSILVER STORE
Style
THE KISS
UNIX Beauty Innovation
VEGEGO ｵﾇﾚｼｸﾀﾝ＆CAFE
アウトドアプロダクツ
うまげな
辛麺屋 桝元
さくら平安堂
自由が丘 蔭山樓
湘南ベルマーレ平塚コンディショニングセンター
ショップジャパン
ソフトバンク
てっぱん屋台
とんかつやまと
日本料理 樹勢
梅蘭
ファイテンショップ
フロプレステージュ
眼鏡市場
森の朝 Rosé
洋服直し専門店 アプローズ
ららぽーと湘南平塚 （カード申込受付ブース）

まちのお店

湘南ステーションビル株式会社

ラスカ平塚店 三井ショッピングパーク

ららぽーと湘南平塚



成人式を支えてくださった皆様
この度は、令和４年平塚市成人式へ多大なるご支援・ご協力をいただきまして、誠にありがとう

ございました。

皆様のお力添えにより、無事に令和４年平塚市成人式を開催できましたことを御報告させていた
だきます。

本年の成人式は新型コロナウイルス感染防止対策を十分講じた上、トッケイセキュリティ平塚総
合体育館を会場に開催する準備を進めてまいりました。直前まで開催方法の検討が続けられてきま
したが、無事に会場２部制開催及びオンライン配信により成人の日を迎えることができました。

令和４年平塚市成人式は、昨年６月に発足し、７人の新成人で構成された平塚市成人式実行委員
会が主体となって企画いたしました。本年の成人式のテーマは、「21世紀の新戦士」です。21世紀
最初の学年として生まれた私たちは20歳を迎え、新型コロナウイルスをはじめ前例のない数々の困
難がありました。これを乗り越えて、未来へと歩みを進める私たちは新たな時代の「新戦士」と
なっていくという想いが込められています。準備では、学業や仕事により実行委員会への参加が難
しかったり、時には意見が衝突したりすることもありました。そんな時は、お互いに仕事をカバー
し合ったり、納得がいくまで意見交換したりして解決していきました。これらの積み重ねが、成人
式の成功だけではなく、自身の成長にもつながったのではないかと感じています。

（次ページへ続く）



また、こうして成人の日を迎えることができたのは、本当に多くの地域の方々の支えがあってこそ

だということを身をもって実感することができました。成人式のために多大な御支援・御協力をくだ

さった地元企業の方々、ビデオレターにて御祝・激励のメッセージをくださった恩師の方々、朝早く

からお集まりいただき、お祝いや労いの言葉をかけてくださったボランティアの方々、新成人の晴れ

の日を心から喜んでくれた家族など、これまで私たちを支えていただいた地域の方々には、本当に感

謝の気持ちでいっぱいです。

次は私たちが地元平塚をさらに盛り上げていけるよう、皆様から頂いた御支援を忘れることなく、

次世代につなげていきたいと思います。今後とも変わらぬ御厚情と御厚誼を賜ります様、お願い申し

上げ、御報告と御礼の挨拶とさせていただきます。

令和４年平塚市成人式実行委員会 実行委員一同



あたたかい御支援・御協力をいただきまして、
誠にありがとうございました。

令和４年平塚市成人式実行委員会 実行委員一同


