
地方公共団体

式辞・あいさつ事例集
文書広報研究会　編集

●　A5判・加除式・全２巻・定価 10,500 円（本体 10,000 円）

様々に変化する社会情勢や住民ニーズの中で、

地方行政施策の推進には住民や職員の

コンセンサスを得ることが大切です。

式辞・あいさつは、行政施策を明確に

説明するための重要な意思伝達機会です。

最新の情報を踏まえた文例・実例を

中心にまとめた本書を

お役立てください。

内容見本（縮小）

加除式書籍とは？
◆法改正や最新事例の追加等によって「台本（原本）」の
内容に改正・増補等が生じた場合、その都度発行す
る「追録」（有料）と不要な頁を差し替えることで、内
容を補正・更新できる形態の書籍です。

　　　　　　　　 ここが魅力
●何年経っても情報の‘確かさ’と‘鮮度’を保ち続ける
ことができる！

●追録の迅速なお届けにより、法改正や増補を見落と
すことなく、常に最新内容で利用できる！

●法改正の度に買い換える必要がないため、長期的な
ご利用にあたっては費用負担が少なく経済的！

追録は購入しなければならないの？

 購入後のメンテナンスは？

末永く、安心してご利用いただくために、お客様の疑問にお答えします

本社
東京都港区南青山2_11_17 〒107_8560

担　　当

ホームページからのお申し込みは
http://www.daiichihoki.co.jp

商品を手にとって検討したい…

商品に関するご照会・お申し込み・
追録差し換えのご依頼は

※お客様の地域を担当する弊社社員へご連絡いただくか、フリーダイヤルをご利用ください。
※フリーダイヤル（TEL）の受付時間は土・日・祝日を除く9：00～17：30です。
※FAXは24時間受け付けておりますので、併せてご利用ください。

※クレジットカードでもお支払いいただけます。
※追録（有料）は、請求書でのお支払いとなります。

検 索第一法規

（600122） 2010.10 H1

〈600120〉 ［1010］

自治体式辞

◆常に最新内容でご利用いただけるよう、台本のご購入
以降に発行される追録（有料）のご購読もお願いしてい
ます。

◆追録は、お客様からお届けの停止（購読中止）のご連絡
をいただくまでは継続してお届けいたします。
◆ご利用条件については、商品ごとの「利用規約（規程）」
でご案内しています。

◆年間追録代、発行回数等については下記フリーダイヤル
までお問い合わせください。

◆追録の差し替え作業は、無料で行います。弊社社員が
直接お伺いし、迅速・正確かつ丁寧に加除作業を行い
ます。
◆その他、書籍のページが欠落した、バインダーが壊
れた等の不都合が生じた場合も、お気軽に下記フリー
ダイヤルまでご連絡ください。

◆商品をお手にとって検討したいというお客様は、下記
フリーダイヤルまでご連絡ください。

 

 



第１編　あいさつのポイント　
ゆっくりと落ち着いて⁄わかりやすい言葉で⁄
長すぎないように⁄内容を整理して⁄自己宣伝
にならないよう⁄忌み言葉について

第2編　式典･行事
１.  起工式
<文例>橋梁⁄地下鉄⁄開港⁄ダム⁄第３セクター
施設／鉄道
<実例>土地区画整理組合合同起工式(稲沢市)
２.  落成式･竣工式
(1)庁舎
<文例>市役所⁄役場⁄支所
(2)交通
<文例>道路開通⁄橋梁完成⁄トンネル開通⁄開
港⁄鉄道開通⁄地下鉄開通
<実例>市道･橋竣工式(福島市)⁄橋竣工式(海田
町)
(3)学校
<文例>幼稚園舎⁄小学校校舎⁄小学校プール⁄
中学校校舎⁄中学校プール
<実例> 中学校落成式(海田町)
(4)公園
<文例>都市公園
(5)文化･コミュニティ
<文例>美術館⁄公民館⁄文化会館⁄図書館⁄博
物館(郷土資料館)
<実例>生涯学習センター(釧路市)⁄農村集落セ
ンター(桜川村)⁄文化ホール(小杉町)⁄市民会
館､公民館(稲沢市)⁄図書館(海田町)
(6)スポーツ
<文例>市民プール
(7)記念碑
<文例>記念碑⁄文学碑
<実例>町民憲章碑除幕式(海田町)
(8)福祉
<文例>公立病院⁄福祉センター⁄老人ホーム／
保育園／児童公園
<実例>特別養護老人ホーム(阿仁町)
(9)レクリエーション
<実例>保養センター別館､ふるさと館(榛原町)
(10)清掃
<文例>ごみ処理場⁄清掃センター
<実例>清掃事務所(海田町)
(11)その他
<文例>ダム完成式⁄第3セクター施設⁄商工会
館⁄工場⁄商店街アーケード⁄CATV開局⁄農
協店舗
<実例>情報案内システム､新聞社最新鋭輪転機
完成(福島市)⁄駅落成式､農協会館､○○銀行○
支店開店(海田町)

２-２.  施設の廃止
<文例>小学校の廃校
３.  周年記念
(1)地方公共団体
<文例>保育園⁄幼稚園⁄小学校⁄中学校
<実例>合併35周年(桜川村)⁄合併30周年(海田
町)⁄市制施行40周年(勝山市)⁄市制記念(稲沢
市)⁄市制50周年(鈴鹿市)⁄町制施行40周年(印
西町)⁄町制100周年(榛原町)⁄小学校創立100周
年(宇都宮市)⁄病院開設35周年(榛原町)⁄高等
学校70周年(鴨方町)⁄国立公園昇格30周年(勝山
市)⁄合併35周年〈議会議長〉(桜川村)⁄市制施行
40周年〈議会議長〉(勝山市)⁄町制施行40周年〈議
会議長〉(印西市)
(2)他団体関係
<文例>商工会議所3周年⁄青年会議所3周年⁄農
協3周年
<実例>文化協会発足25周年(鴨方町)
４.  表彰式
<文例>市政功労者表彰式⁄教育功労者表彰式
<実例>住民自治組織会長表彰式(福島市)⁄村民
表彰謝辞(桜川村)

５.  恒例行事
<文例>消防出初式⁄成人式⁄戦没者追悼式⁄海
開き⁄山開き⁄キャンプ場開き⁄防災の日⁄防災
訓練⁄敬老の日⁄スキー場開き⁄開港記念式典
<実例>郵便局年賀状出発式、消防出初め式(海田
町)⁄成人式(勝山市)(榛原町)(鴨方町)(海田町)⁄
成人式〈議会議長〉(榛原町)⁄陸上自衛隊○○駐
とん地成人式､戦没者･原爆死没者合同追悼式､
敬老会(海田町)
６.  学校行事
(1)入学式
<文例>入園式(幼稚園)⁄入学式(小学校)(中学
校)(高等学校)
<実例>保育所入所式(海田町)⁄小学校入学式(鴨
方町)(海田町)⁄中学校入学式(鴨方町)(海田町)
(2)卒業式
<文例>卒園式(幼稚園)⁄卒業式(小学校)(中学
校)(高等学校)

<実例>小学校卒業式(海田町)⁄中学校卒業式
(鴨方町)(海田町）
(3)その他
<実例>学校保健大会(宇都宮市)⁄小中学校長会
(稲沢市)⁄PTA活動(鴨方町)⁄小学校卒業文集
あいさつ①､小学校卒業文集あいさつ②(海田町)
７.  イベント
(1)スポーツ
<文例>野球大会⁄サッカー大会⁄剣道大会⁄柔
道大会⁄マラソン大会⁄ウォーキング大会⁄ゲー
トボール大会
<実例>全日本大学選手権大会(宇都宮市)⁄スキ
ー大会(阿仁町)⁄レスリング大会(鴨方町)⁄ゲ
ートボール大会､ソフトボール大会､少年野球記
念大会､地区少年柔剣道大会､ふれあいゲートボ
ール大会､身体障害者スポーツ大会､小学校区町
民運動会(海田町)
(2)文化
<文例>音楽祭⁄市民文化祭⁄市民講演会⁄民族
芸能まつり⁄文化功労賞授賞式
<実例>市民手作り公演(遠野市)⁄市民音楽祭､
国際環境文化フォーラム(勝山市)⁄姫路城世界
文化遺産指定記念行事(姫路市)⁄民俗文化と創
造フェスティバル､文化まつり(海田町)
(3)まつり
<文例>桜まつり⁄花火大会⁄夏祭り⁄盆踊り大
会⁄雪まつり⁄農業まつり
<実例>福島のまつり(福島市)⁄植木まつり(稲沢
市)⁄姫路百祭シロトピア[終了後](姫路市)⁄中
城まつり(中城村)
(4)商業
<文例>地方物産展⁄地方博覧会
８.  地域づくり行事
<文例>地域づくりシンポジウム⁄交換留学生歓
迎会⁄姉妹都市提携記念式典⁄海外視察団壮行
会⁄ふるさと創生塾開校
<実例>姉妹縁組調印式(海田町)
９.  住民参加の会
(1)審議会･懇談会
<文例>まちづくり審議会⁄村おこし委員会⁄商
店街再開発審議会⁄老人福祉問題懇談会⁄高齢者
サービス調整推進協議会⁄生涯学習懇談会
(2)広聴広報
<文例>市町と語る集い⁄市政モニターの会⁄町
政モニターの会⁄まちづくり市民見学会
<実例>婦人会町政を聞く会(海田町)
１０.  諸会議
<実例>議員年金受給者協議会研修会､県西部ブ
ロック統計研究協議会(海田町)
１１.  大会･総会
<文例>老人クラブ結成大会⁄老人クラブ定期大
会⁄ライオンズクラブ大会

<実例>交通安全市民決起大会(稲沢市)⁄郡消防
大会､商工連合組合通常総会､商工会通常総代会､
商工会工業部会公害問題懇談会､防犯連合会総会､
公衆衛生推進協議会総会､地区建設業暴力追放対
策協議会設立総会､原爆被害者の会総会､地区原
爆被害者大会､郡保育連盟総会､青少年育成町民
会議総会､身体障害者福祉協会総会､母子会総会､
郡連合婦人会専門部会研修会､婦人会総会､自治
会長会議､自治会総会､農業協同組合通常総代会､
歯とお口の健康展､公衆衛生推進協議会(海田町)
１２.  郵便局
<文例>郵便局開局
１３.  その他
<文例>消防殉職者慰霊追悼式
<実例>中核市移行記念式典

第3編　各種あいさつ
１.  就任あいさつ
(1)市長
<実例>深谷市･裾野市･徳島市
(2)町長
<実例>阿仁町･遊佐町･鴨方町
(3)村長
<実例>桜川村
(4)副市町村長
<実例>桜川村
(5)議会議長
<実例>桜川村
(6)教育長
<実例>東洋町
２.  年頭あいさつ
(1)市長
<実例>年頭あいさつ(釧路市･青森市･宇都宮市･
保谷市･東大阪市･姫路市･大野城市)⁄年頭記者
会見･新年あいさつ(福島市)
(2)区長
<実例>港区
(3)町長
<実例>印西町･小杉町･香川町･長与町･佐土原町･
姶良町

(4)村長
<実例>八千穂村･中城村
(5)議会議長
<実例>田辺町･浜田市･香川町･菊池市･姶良町
(6)教育長
<実例>香川町
３.  職場の行事
<文例>新年会⁄市長の送別会⁄幹部職員を送る
ことば(市長)⁄退職者お礼のことば⁄人事異動
に伴う送ることば⁄結婚退職に伴う送ることば
<実例>新採用職員へのあいさつ(福島市)⁄仕事
納め式(稲沢市)
４.  所信表明･施政方針･予算説明
<実例>予算編成説明(釧路市)⁄お見舞いと所信
表明(東大阪市)⁄所信表明(浜田市)⁄施政方針
(柴田町)⁄所信表明(御嵩町)⁄施政方針(長与
町)
５.  刊行物の巻頭言･祝辞
(1)巻頭あいさつ
<実例>広報紙700号記念(青森市)⁄広報紙縮刷版
(桜川村)⁄市勢要覧(鈴鹿市･下関市･菊池市)⁄
35周年記念誌(柴田町⁄史書(榛原町)⁄議会史
(宇都宮市)⁄生涯学習だより(勝山市)⁄総合計
画書(稲沢市)⁄市政案内､市民ガイドブック(下
関市)
(2)巻頭祝辞
<実例>女性団体連絡協議会･活動記録集(福島
市)⁄商工会報新年号､自治会発足10周年会報(海
田町)
６.  広報
<実例>中学生海外派遣報告書〈村長〉(東秩父村)

附録　慶弔等
１.  結婚式
<文例>媒酌人あいさつ①⁄媒酌人あいさつ②⁄
媒酌人あいさつ③⁄来賓祝辞①⁄来賓祝辞②
２.  葬儀
(1)弔辞
<文例>市長に対して⁄元町長に対して⁄議員に
対して①⁄議員に対して②
<実例>町葬のお別れの言葉､元町長に対して①､
元町長に対して②､議会議長に対して､元町長･元
県議会議員に対して､元選挙管理委員会委員長に
対して(海田町)
(2)葬儀委員長あいさつ
<文例>葬儀委員長あいさつ
(3)その他
<実例>故◯◯◯◯議長追悼演説(海田町)
３.  各種お祝い
<文例>還暦のお祝い⁄古希のお祝い⁄叙勲のお
祝い
<実例>藍綬褒章受章祝賀会(海田町)

伝統的式典や今日的行事での式辞･あいさつ例を
 テーマ別に編集｡ 300余に上る事例を紹介 !

公的行事等でごあいさつをされる方々やその文案を
 作成される方々の､場面に応じた式辞･あいさつ起案に最適 !

内
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）

 

｀`基本的な文例̋と` 実`際に用いられた式辞･あいさつの実例́　́　　を満載！
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