令和 4 年「越前市成人式」
新成人の皆さん、おめでとうございます。
新しい時代に生まれ、変化し続ける社会を生きていく大人として果たすべき役割とその
責任について、確かめあいましょう。厳粛な式典に参加希望の方はご出席ください。
越前市成人式実行委員会

式典について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、対象者を小学校区ごとの２グループに分け、
規模縮小の上、式典の２回開催とします。(申込時の申請によりグループの変更は可能です)
日 時

令和４年１月９日（日）

【前半グループ】１３：００～１３：３０ （受付 １２：２０～）
国高、王子保、北新庄、北日野、味真野、白山、花筐、岡本、南中山、服間小学校区
（三中、万葉中、五中、六中、南越中の元３年担任からのビデオメッセージを上映します。
）
【後半グループ】１５：３０～１６：００ （受付 １４：５０～）
武生東、武生西、武生南、神山、吉野、大虫、坂口小学校区
（一中、二中、三中の元３年担任からのビデオメッセージを上映します。
）
※消毒作業等のため、受付前には入場できませんのでご了承ください。
会 場

越前市文化センター 大ホール（裏面の会場周辺地図をご確認ください）

主 催

越前市教育委員会・越前市成人式実行委員会

内 容

式辞・祝辞・中学３年時担任からのビデオメッセージ 他

開催の判断

別紙の判断基準をもとに、開催が延期されることがあります。
延期の場合は、令和４年３月１３日（日）に越前市文化センターで開催します。

右のＱＲコードから出欠回答を必ず実施してください。
欠席される場合にも必ずご回答ください。
※１月５日（水）までに回答

※上記方法が困難な場合は、下記連絡先にお問い合わせください。

頂くようご協力お願いします。

※上記割り当ての小学校区と別のグループで参加されたい場合は、
出欠回答から参加希望のグループを選択してください。
ただし、中学３年時担任からのビデオメッセージは上記グループ
分けの通り上映しますので、ご注意ください。
※事前に欠席回答をいただいた方には、後日、式典プログラムを送
付させて頂きます。
※出欠回答後に出欠を変更したい場合の連絡や再度の申請は不要です。
欠席に変更される方でプログラム送付希望の方は、ご連絡ください。

出欠回答用ＱＲコ
ードは、郵送され
た案内のこの部分
に掲載されていま
す。
出欠回答用ＱＲコード

※入力いただいた情報は、以下の目的で使用させていただきます。
緊急時の連絡、ライブ配信の視聴、式典に関する連絡事項のお知らせ、その他、必要に応じて
（個人情報は、以上の目的以外には一切使用せず、一定期間後に適切に破棄します。）

越前市成人式実行委員会が
インスタグラムをやっています
ぜひフォローしてみてください
ユーザー名：echizenshi_seijin

【問合せ先】
越前市教育委員会事務局 生涯学習課
TEL 0778（22）3977 （市役所５Ｆ）
FAX 0778（22）7497
E-mail gakusyuu @city.echizen.lg.jp

令和３年１１月１５日
越前市 新成人の皆様
越前市教育委員会
教育長 澤崎 秀之

令和４年 越前市成人式のご案内
成人の日を迎えられる皆様、おめでとうございます。
「越前市成人式」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、感染防止対策を行った上で、
令和４年１月９日（日）に２回に分けて実施しますので、ここにご案内します。（詳細別紙）
ただし、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、式典を延期する場合がありますので、
ご了承ください。

◇お願い事項◇
式典までに
・別紙「式典について」内の『出欠回答用ＱＲコード』を読み込み、必要事項を入力の上、必ず出
欠回答をして下さい。万が一延期となった場合は、回答時に入力いただいたメールアドレスにご
連絡します。
式典会場について
・成人式は、厳粛な中にあたたかい式典となるよう、成人式実行委員会が計画し、準備を進めてい
ます。新成人の門出を祝福する式典ですので、「携帯電話の電源を切る」「私語は慎む」等のマ
ナーを守ってご参加いただきますようご協力をお願いします。
・式典当日は、ＱＲコードによる電子受付を行いますので、できる限りスマートフォン等のご準備
をお願いします。
・会場への酒類、火気類、鳴り物などの持ち込みは固くお断りします。（入場をお断りすることが
ありますので、ご了承ください。）
・敷地内全面禁煙です。喫煙は、ご遠慮ください。
駐車場について
・駐車場には限りがありますので、できるだけ徒歩や乗り合わせ等にてご参加ください。
・自家用車で来られる場合は、中央公園駐車場をご利用ください(無料)。店舗駐車場には駐車しな
いでください。（同封の会場周辺地図をご確認ください。）
・車の乗り降りは、係員の誘導に従ってください。その際、同封の送迎車用表示をフロントガラス
から見えやすいところに置いていただき、スムーズに誘導できるようご協力ください。
・会場周辺は混雑が予想されますので、余裕を持ってご来場ください。
・文化センター周辺道路における駐停車はご遠慮ください。送迎の際は、中央公園駐車場をご利用
ください。（同封の会場周辺地図をご確認ください。）
新型コロナウイルスについて
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため入場者数を制限しています。会場内への入場は、新成人
の方のみとさせていただきます。（ただし、介助等のため、同伴者の入場が必要な場合には、裏
面の問合せ先に、直接ご連絡をお願いいたします。）
・同封の「令和４年越前市成人式新型コロナウイルス対策ガイドライン」を熟読いただいた上でご
参加いただきますようお願いします。

・当日体調不良の場合、またはガイドラインの内容を遵守していただけない場合には、入場をお断
りすることがあります。
・式典への参加につきましては、居住地域の感染状況や自身の体調等を考慮した上で、御検討をお
願いします。また、式典のオンライン（ライブ）配信を行いますので、参加が難しいと判断され
る場合には、視聴による参加をお願いします。
・新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、強制するものではありませんが、安心・安
全な成人式開催のため、ワクチン未接種の方には、早期のワクチン接種をお勧めします。
・式典の２週間前から、感染リスクの高い行動は控えてください。
・福井県及び居住地域の県民行動指針等を遵守し、大人として良識のある行動をとるよう心掛けて
ください。
・新型コロナウイルスの感染拡大により、式典が中止となることもありますが、その際、市による
貸衣裳のキャンセル料等の支援はありません。
・市主催の地区のつどいは実施いたしません。
開催の判断について
・以下の場合は、成人式を延期します。延期となる場合は、令和４年３月１３日（日）に開催しま
す。（時間・会場は変更ありません。）
①概ね２週間前を基準に、福井県が国の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の対象地域となっ
た場合、又は福井県独自の緊急事態宣言が発出された場合。
※福井県感染拡大特別警報までの場合は、県内の医療体制や全国の感染状況も考慮し判断します。
※開催の２週間前から当日までの間に①となった場合も延期とします。
②自然災害等により交通機関がマヒするなど、開催が著しく困難な場合。
※この場合は、直前の判断となることもあります。
翻訳について
・案内等につきまして、ポルトガル語、中国語、ベトナム語への翻訳が必要な方は、下のＱＲコー
ドまたはＵＲＬからご覧いただくことができます。

［URL］https://www.city.echizen.lg.jp/office/090/050/seijinfo.html
【Português】
Caso necessite informações na língua portuguesa, acesse o Código QR ao lado.
【中文】
关于指南说明等事项，如需要翻译，请通过右面的二维码获得，敬请使用。
【Ti ng Vi t】
Đ bi t thông tin,hay n u b n c n b n d ch, vui lòng s d ng mã QR bên ph i.
【日本語】
こちらのＱＲコードから、成人式の案内の翻訳を見ることができます。

翻訳はこちらから

その他
・過去に、成人式当日に見知らぬ人が写真を撮影し、後日自宅まで販売にきて困ったという苦情が
寄せられたことがあります。十分ご注意ください。

越前市教育委員会事務局 生涯学習課（越前市役所５Ｆ）
【問合せ先】 TEL 0778（22）3977
FAX 0778（22）7497
E-mail gakusyuu@city.echizen.lg.jp
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令和４年越前市成人式における新型コロナウイルス対策ガイドライン
令和３年１１月１５日
本ガイドラインは、新成人の皆様に安心して式典にご参加いただくために作成したものです。
新成人の皆様には、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、新型コロナウイルスの感染予防のた
めの対策にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
越前市教育委員会
１

基本的な考え方
参加者全員が協力し、以下の３点について、新型コロナウイルス対策を実施するものとします。
〇三密の回避
・密閉空間（換気の悪い密閉空間である）

新型コロナウイルス
接触確認アプリ[COCOA]

・密集場所（多くの人が密集している）
・密接場所（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる）
〇参加者全員の体調管理、マスク着用、手指消毒等の徹底
〇陽性者発覚の際は速やかに情報提供し、さらなる感染拡大を防止

２

App Store

新成人のみなさまへのお願い

【事前】

Google Play

〇新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の事前インストールをしてください。
○新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、強制するものではありませんが、安心・
安全な成人式開催のため、ワクチン未接種の方には、早期のワクチン接種をお勧めします。
〇式典２週間前からの体調観察と当日朝の検温は必ず実施し、式典当日に以下の症状がある方は、
恐れ入りますが参加を取りやめてください。
・発熱(※)、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻水・鼻づまり、味覚・嗅覚障害、関節・筋
肉痛、下痢、嘔吐・吐き気等の症状がある方。
（※平熱より１℃以上高い場合）
○ＰＣＲ検査または抗原検査で陽性とされた方は、参加を取りやめてください。また、陽性者の
濃厚接触者であると判断された方及び濃厚接触があると疑われる方につきましても、参加を取
りやめてください。
〇福井県及び居住地域の県民行動指針等を遵守し、式典の２週間前から感染リスクの高い行動は
控える等、感染対策をお願いします。
○式典前２週間以内に、入国制限、入国後の観察期間が必要となる国・地域への訪問歴がある方及
び当該在住者は、参加を取りやめてください。
〇参加されない方は、オンライン(ライブ)配信をご視聴できます。視聴の為のＵＲＬは、出欠回
答時にご記入いただいたメールアドレス宛に、後日送らせていただきますので、欠席の場合に
も必ず回答をお願いいたします。

【当日入場時】
〇必ずマスクの着用をお願いいたします。
〇入場待ちの方は、係員の指示に従い、前後の間隔をあけてお並びください。また、お並びの際に
は、会話を控えていただきますようお願いいたします。
〇必ず検温と手指消毒を済ませた上での入場をお願いいたします。
〇発熱、その他の症状が見られる場合は、入場をお断りさせていただく場合があります。
【会場内】
〇速やかにご着席いただき、必ずＱＲコードによる電子受付をしてください。
・新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認された場合、保健所等に参加者の氏名、住所、連絡
先等の情報提供を行います。
（個人情報は、その他の目的には一切使用せず、一定期間の後に適切に破棄します。
）
〇座席は、前後左右１席ごとに空席を設けます。
〇式典中も会場内の扉を開放する等、適切な換気を行います。
〇会場内での会話はお控えください。
【式典後】
〇混雑緩和のため、場内アナウンスの指示に従い、分散退場をお願いいたします。
〇退場の際、会話はお控えください。
〇大人数での会食やカラオケ等、リスクの高い行動は控えるなど、大人として良識ある行動をと
るよう心掛けてください。
〇ご自身の感染が判明した場合は、COCOA で陽性情報を登録し、速やかに事務局までお知らせくだ
さい。
３

スタッフの対応
〇スタッフや関係者は、当日検温を行い、体調に問題のない者のみが勤務します。
〇スタッフや関係者は、必ずマスクを着用します。
〇式典の前半グループと後半グループの間には、トイレ、階段手摺、客席の手すりやドアノブ等、
不特定多数が触れやすい箇所の消毒を行います。

４

成人式開催後に参加者、スタッフから陽性者が確認された場合の対応
〇陽性者が確認され次第、下記ホームページで速やかに正確な情報を公表します。
・式典終了後、２週間程度は定期的にホームページをご確認ください。
・必要な場合には、主催者や保健所から直接ご連絡することがあります。
［URL］http://www.city.echizen.lg.jp/office/090/050/seijinsiki03.html
右のＱＲコードからもホームページにアクセスできます

越前市では、皆様と協力し、安全、安心な成人式を開催したいと思いますので、ご協力
をお願いいたします。

