
成年年齢引き下げに伴う成人式開催方法等のアンケート調査結果 

 

 市では、令和４年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられることに伴い、成人式の開催方

針を検討するため、下記のとおりアンケート調査を実施しましたので、その結果について報告しま

す。 

 

１．アンケート概要 

アンケート 

実施期間 

（1）～（3）令和２年７月１日（水）～７月３１日（金） 

（4）令和２年１０月１日（木）～１０月３０日（金） 

対象者 

（1）市内高等学校に在学する高校生  2,624名  回答 946名（36.1％） 

（2）まちづくり協議会（以下、まち協）  20団体 回答  13団体（65.0％） 

（3）町内会長（地区代表）        21名  回答  18名（85.7％） 

（4）令和 3年新成人（以下新成人）  1,063名  回答 196名（18.4％） 

回答件数  １，１７３件（３１．５％） 

実施方法 

（1）はＱＲコードが印刷されたアンケート用紙を、学校を通じて配布し、インター 

ネット上での回答を依頼 

（2）・（3）はアンケート用紙を郵送し書面にて回答を依頼 

（4）は令和 3年新成人を祝うつどい案内にＱＲコードが印刷されたアンケート用 

紙を同封し、インターネット上での回答を依頼 

 

２．アンケート結果 

（1）対象年齢について 

 
・全ての対象で「２０歳」の割合が最も高い 
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（2）開催時期について 

 

・高校生、新成人では「１月（成人の日）」の割合が最も高い 

・まち協、町内会長では「１月（正月）」の割合が最も高い 

 

 

（3）開催方法について 

 
・すべての対象で「中学校区ごとに開催」の割合が最も高い 
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＜高校生＞ 

（1）対象年齢について 

・「２０歳」の割合が最も高く８５％ 

・次いで「１８歳」の割合が１１％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自由意見】 

・「１８歳」での成人式開催は大学受験と重なるため、時期をずらしてほしい（同様意見多数） 

・伝統として２０歳の時に開催してほしい 

・社会に出てからのことを話し合えるため２０歳が適切 

・飲酒や喫煙の関係から２０歳がいい 

・１８歳で開催するとなると初年度３学年が成年となることから、同学年のみで開催してほしい 

・衣装や美容院の関係から季節や時期をずらしてほしい 

 

（2）成人式の開催時期について 

・「１月（成人の日）」の割合が最も高く７２％ 

・次いで「３月（春休みなど）」の割合が１０％ 

 

 

参考 

高山市では、現在中学校区ごとに正月から成人の

日を含む３連休に開催している。 

 

 

【自由意見】 

・１月頃は大学受験等で忙しいためすべての活動が落ち着いた時に開催してほしい 

・全員がお酒を飲める４、５月に開催してほしい 

・夏開催は暑く、女性はメイク崩れを気にする 
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（3）開催方法について 

・「中学校区ごとに開催」の割合が最も高く８５％ 

・次いで「対象者（市内全域）を一堂に会して開 

催」の割合が１４％ 

 

参考 

合併前の高山市では、１会場で開催していたが、

平成１５年から中学校区ごとに会場を分けている。 

 

【自由意見】 

・中学校区ごとの開催の場合、小学校や高校の同級生に会えない 

・成人式は 20歳で行い、中学校区ごとに開催してほしい 

・方法を変えると、これまでの伝統が崩れてしまうことに違和感を感じる 

 

 

＜まちづくり協議会＞ 

（1）対象年齢について 

 

・「２０歳」の割合が最も高く５４％ 

・次いで「１８歳」の割合が３１％ 

 

 

 

 

 

 

 

【自由意見】 

・成年年齢に達した意義、社会人としての権利や義務を伝え、自覚してもらう機会として１８歳で 

の成人式は大切 

・全員が飲酒できない１９歳が望ましい 
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（2）開催時期について 

・「１月（正月）」の割合が最も高く５４％ 

・次いで「１月（成人の日）」の割合が３１％ 

 

 

 

 

 

 

 

【自由意見】 

・４・５月や８月の繁忙期には会場が確保しにくいのではないか 

・これまで通りの時期でよい 

 

（3）開催方法について 

・「中学校区ごとに開催」の割合が最も高く８５％ 

・次いで「対象者（市内全域）」を一堂に会して 

開催」の割合が１５％ 

 

 

 

 

 

【自由意見】 

・現在のスタイル（中学校区ごとに開催）はとても良く定着しているため、これを活かしていくこと 

も必要 

・中学校区だと特別支援学校に進学した方が参加しにくいため、対象者を一堂に会して開催すると 

良い 

 

＜町内会＞ 

（1）対象年齢について 

・「２０歳」の割合が最も高く５６％ 

・次いで「１８歳」の割合が３３％ 
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【自由意見】 

・保護者の負担や社会に出て人との付き合い、接し方を学ぶことが大切といった理由から２０歳と 

するのが妥当 

・成年年齢に引き下げられた理由や、成人を自覚するためにも成年年齢と同じ年齢（１８歳）に開催 

するべき 

 

 

（2）開催時期について 

・「１月（正月）」の割合が最も高く４４％ 

・次いで「１月（成人の日）」の割合が３９％ 

【自由意見】 

・成年年齢（１８歳）に合わせたほうがいいが、実施時期は翌年８月頃が適切 

・都会にでた人も参加できる時期（お正月）に実施することが良い 

・「成人の日」が定めてあるため、この日で良い 

 

 

（3）成人式の開催方法について 

・「中学校区ごとに開催」の割合が最も高く８９％ 

・次いで「対象者（市内全域）」を一堂に会して開 

催」の割合が６％ 

【自由意見】 

・少子化で対象者も減少しており、一堂に会して開催したほうがよい 
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＜新成人＞ 

（1）対象年齢について 

・「２０歳」の割合が最も高く９１％ 

・次いで「１８歳」の割合が５％ 

 

【自由意見】 

・成人の年齢が変わっても今まで通りがよい。一度社会に出て、別の環境で生活することで地元の 

よさに気づけ、家族に感謝できる 

・１８歳とした場合、受験と重なり多くの人が参加を躊躇すると思う。その場合、成人式に関わる 

産業に大きな影響がでる 

 

（2）開催時期について 

・「１月（成人の日）」の割合が最も高く７０％ 

・次いで「１月（正月）」の割合が１９％ 

【自由意見】 

・学生の場合、正月明けに試験があり、成人の日にまた帰省する必要があるため正月がよい 

・成人の日は日本全国で祝われる祝日であるため、その日に行うのが１番よい 

・他県の学校に通っており、正月には必ず実家に帰るので正月に成人式があるのはありがたい 

 

（3）開催方法について 

・「中学校ごとに開催」の割合が最も高く８１％ 

・次いで「対象者を一堂に会して開催」の割合

が１８％ 

【自由意見】 

・思い出のアルバム上映で他の中学校の写真を見たり、見られたりするのはあまり嬉しくない 

・高校の友が一生の友になると思うので高校毎での開催でも良いと思う 
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【自由意見】全文掲載 

＜高校生＞ 

 

「１８歳での成人式について」 

・18歳で成人式は大学入試と被ってしまう人も多いと思うので、ずらした方がいいと思う 

・大学受験や就職活動などがあったりして、18歳に成人式を行なっている余裕は無いと思います 

・大学受験で忙しい時期に成人式は難しいです 

・18歳は嫌だ 

・18歳だと受験が被るので避けていただきたいです 

・多くの人が受験勉強で忙しくなる 18歳の年に貴重な時間を使って成人式をするメリットが思いつ 

かない 

・18歳というまだまだ精神的には子供な歳で成人式をすると、変に自分が大人であると勘違いする 

人が出てくると思います。なぜなら日本人は海外の若者に比べて精神年齢が低いと考えているか 

らです。タバコやお酒は 20歳からなので、18歳から 20歳が大人なのか子供なのかよくわからな 

く、中途半端な歳になってしまいそうです。また、進学校ではほとんどの人が受験を控えた年に 

なるので、受験勉強で忙しい時期に集まることは到底難しいと思います 

・18歳だとセンター試験などとかぶってしまい参加する人が少なくなると思うし、中学校を卒業し 

て 3年しか経っていないから会っても意味がないと思う 

・18歳に成人式だと大学受験が近く辛いので、できれば避けてほしいです 

・自分の考えでは変更しない方がいいと思う。18歳で成人式を行うと「自分はもう成人なんだ」と 

いう考えで飲酒、喫煙が高校生で起きてしまい学校や地域の環境に対して悪影響が及ぶのではな 

いかと考えます 

・受験と重ならないようにして欲しい。高校３年生での成人式は大変です 

・18歳は嫌です！ 

・大学入試などの大切な時期に成人式を行うのは抵抗がある 

・18歳に成人式をすると受験期間など、大変だと思う 

・成年年齢が 18歳になったからといって、18歳で成人式をすると大学受験などに被るので行きたく 

ても行けない人が多くなると思います。だから 18歳で成人式をするというのは妥当ではないと思 

います。私は現在高校 3年生ですが一意見として取り入れてもらえたら幸いです 

・18歳ではやりたくないです。「絶対に」 

・大学受験があるので、その年にかぶらないようにしてもらいたいです 

・18歳で成人式を行っても大学受験で大変であったり、久しぶりに中学の同級生と会うというのも 

成人式の楽しみの一つだと思う。大半の人が飛騨地区に残っているため、あまり久しぶりな感じ 

がしない 

・18歳で成人式は早いと思います 

・18歳に成人式をすると、大学受験に重なるためその時期をずらして欲しい 

・出来れば受験と被らない時期にして欲しい 

・18歳で成人式をするなら、受験の妨げにならないようにやった方がいいと思います 

・18歳で成人式、そして 1月に開催となると受験が終わってない受験生もいると思うので、18歳で 



成人式となるならば開催時期を考えてほしいです 

・成人式を 18歳の 1月にすると大学受験の時期と被ってしまうので他の時期がいいです 

 

「２０歳での成人式について」 

・成人式は、これからも今と同様に 20歳の年で行われてほしいです 

・18歳のときに成人式するのは嫌です 20歳がいいです絶対に 

・絶対に 20歳の成人式がいいです 

・18歳だと大学受験と重なる人とかもいるから 

・成人するのが 18歳になるからといって、成人式を 18歳のときに開催するとなると受験生には大 

変だと考えられます。特に高校 3年生はお金がかかる年でもあり負担がありすぎると思われるの 

で成人式は例年通り 20歳になるときに開催するのが本望です 

・成人式は 20歳でやりたいです。18歳だと、大学の受験勉強もあるので気が楽じゃないし、20歳 

に成人式をやるから、なかなか会えない友達にも会える喜びがあったりするし、18歳だと高校 3 

年生なのでそういう特別な喜びもなく終わってしまうと思います 

・成年年齢は、選挙などの面からも 18歳で良いと思います。でも、成人式は飲酒年齢の面で考える 

と 20歳になってからが良いと思います 

・私は成人は 20歳からだと思うので 20歳がいいと思います。18歳は高校 3年生なので、まだ若 

過ぎると思います 

・成人式はぜーーーったいに 20歳がいいですね 

・お酒飲めるのは 20歳だから成人式と同時だと分かりやすいし、その方が楽しいのではないかと思 

いました 

・成人式は 18歳だと、高校卒業後すぐで大変だと思い、20歳の方がいいと思います。また、会 

えなかった友達と年を経て会うのが楽しみの一つでもあると思うので、個人的に 20歳の方がいい 

です 

・お酒を飲めるようになる 20歳に成人式がしたいです 

・成人式、成長した友達と会いたいので 20歳になってからやりたいです！！お願いします！！！ 

・成人式の開催は 20歳がいいと思います。お酒とタバコの年齢制限がある為、合わせてほしいです 

・やっぱり成人式は 20歳に挙げるべきだと思います 

・友達と久しぶりに会えることを感じたいから成人式は 20歳で行いたい 

・3学年同時に成人になることになりますが、成人式は 20歳でやるように固定するのが最善の選択 

肢だと考えます 

・成人式は 20歳という昔からの文化があるので、18歳だとまだ仕事も慣れない時期であると考えま 

す。また、高校卒業から社会に出てからのことも仲間同士で話し合える場になると思いますので、 

20歳が適切な年齢であると考えます 

・お酒を飲めるのもタバコを吸えるのも 20歳なので、20歳で成人式をすべきだと思います 

・成年年齢が引き下げられたとしても、これまでの日本の伝統として成人式は、二十歳の時にやる 

べきだと思う。また、高３で成年年齢になるわけですが、この年は大学受験や就職活動などで、と 

ても忙しいと思うので、これまで通り二十歳の年に成人式をして欲しい 

・成人式は 20歳の方がいいと思います。二分の一成人式が 10歳にあったけど、なんのためにやっ 



ているかわからないです 

・十八歳が成人になっても二十歳になって、久しぶりにみんなに会える感じが成人式の良いところ 

でもあるので、高校生の時点ではやりたくないです！！！受験等もありますので、私は絶対二十 

歳でやりたいです！！ 

・絶対 20歳がいいっ!!!!! 

・18歳だと受験の時ですし、出来ればこのまま 20歳で成人式が行えるといいなと思います 

・20歳の時に成人式を行いたい 

・20歳未満に成人式を実施してもお酒などを飲めないので 20歳に行って欲しいです 

・中学卒業する時も、５年後に会おうね！って別れているし、成人式と言えば 20歳だから今まで通 

りがいいです 

・成人式は 20歳でやった方が楽しめることが多いと思うので、20歳になる年に開催するのを希望し 

ます 

・成人式はできる限り 20歳の時にしてほしいです 

・19歳で成人式とかは嫌だ 20歳で迎えたい 

・成年年齢は 18歳になるけど、お酒の解禁は 20歳からだったりして、20歳からが大人になるって 

感じが染み付いているので 20歳に成人式がいいです！ 

・18歳で成人式があると聞いたことがありますが、18歳だと受験があったり忙しいので、成人式 

は 20歳にして欲しいです 

・18歳じゃなくて、20歳で成人がいいと思います 

・20歳の時に成人式を行いたい 

・高校生活中に成人式すると、なんかやだなと思います。お酒が飲みたいので 20歳にしてほしいで 

 す 

・20歳に開催した方がいいと思います 

・二十歳になったことで人として成長したいし、中学での同級生と会うのは久しぶりで、お互いの 

成長だったり近況だったりを話せる機会だと思う。成年年齢は 18歳になるけど、気持ちの面でも 

形の面でも 20歳という区切りの良い時に行いたい。20歳という１つの山があるとするとその中 

腹でやるのは少し気持ちの面でやりにくさがある 

・20歳に、なるべく行ってほしいです。3世代一気にやる場合になっても、服装は振り袖を着れる 

ようにしてほしいです 

・他の学年とまとめてやるのは兄弟を持つ親には負担をかけてしまうし、18歳よりも 20歳は 1つ 

の区切りのような気がするので成人式は 20歳が良いと思います 

・私には姉がいますが、姉と一緒に成人式をするのはあまり気がのりません。できれば成人式だけ 

でも二十歳のままでいてくれたら嬉しいです 

・仮に 18歳で成人式を行うと、高校でも毎日あっている人も結構いるし、成人式に行っても学生の 

ままなので、普段遊ぶのとあまり変わらない気がする。20歳になってやりたい理由は、高校卒業 

後の 2年間で高校で出来なかった経験をして、色んな方に会って変わっていくと思うので、大学 

生、社会人へと成長したみんなと会う方が僕は面白いと思う。そのほうが楽しみです 

・成人式は慣習的にも自分の中でも 20歳という節目にやる行事だと思っているので、成年年齢が 18 

歳に引き下げられても 20歳に行って欲しいです 



・18歳で成人式をするのは大変だと思うので、20歳で成人の日に行うといいと思います 

・18歳で成人式を行うと、センター試験や、大学入試を控えている受験生がいるので、それは控え 

た方がいいと思います。高山市では、中学校区ごとに行っていますが、それはそのまま継続して 

欲しいと思いました 

・成年年齢を下げても成人式の年齢まで変える必要は無いと思います。変えてしまったら、変えて 

しまった一年目に 3学年同時に成人式を行うこととなり、色々問題が生じると思うので変えない 

で欲しいです 

・成人式は今まで通りがいいと思います 

・成人式を 18歳で行うと受験とかぶってしまって受験生は大変だと思うので成人式の開催は今まで 

通りの日程で行うのが良いと思う 

・成人式は 20歳で行い、中学校区ごとに開催しないと嫌です。毎年やってる通り行えば良いと思い 

ます。いきなり変えると大変なので 

・高校生の頃から会ってなかった友達と久しぶりに会えるっていう方が嬉しさが増すと思うので、 

今まで通りの成人式のやり方が良いです 

・今まで通りで大丈夫です 

・そのまま、例年通りにしてほしいです。前撮りや、着物を女の子は決めないといけないので、この 

ままにしてほしいです 

・今までと同じでいいと思います 

・混乱を避けるため、現行のままが良いと思います 

・成年年齢が引き下げられたとしても、今までと同様にやっていた方が混乱などしなくてすむため 

同様に行うことを望む 

・今までの成人式を変えないで欲しいです 

・成年年齢が引き下げられても、成人式については今までと同様にしてもらった方が分かりやすい 

ので有難いです 

・今まで通り行いたい 

・今までのままでいいと思います 

・例年通りでいいと思います 

・断然今のままの方がいい 

・成人式は今までと同じ形で行ってほしい 

・成人式は 20歳で行いたいです。そして中学校区でやりたいです 

・今までの通りの成人式がしたいです 

・今まで通り成年年齢は 20歳がいいです 

・成人式は 20歳で、中学校ごとで行いたいです。18歳で成人式をしてしまうと、高校卒業くらいで 

実感が湧かないし、何より何年か空けて久しぶりにみんなに会えるという折角の楽しみや、特別 

感などが薄れてしまうような気がすると考えたからです。私の考えを少しでも聞いてくださると 

嬉しいです 

・法的な成年年齢と伝統儀式（？）の成人式を開催する年齢は違うものだと思います。18歳は色々 

と忙しい時期でもあるので、これまで通りで良いのではないでしょうか 

・特に変更せずそのままがいい。成年年齢が引き下げられたからと言って成人式を早める必要を全 



く感じない。18歳は受験や就職で忙しい時期だし、地元を離れていないので再会の喜びも薄れる 

と思う 

 

「２１歳での成人式について」 

・20歳とすると酒を飲めない人も出てくるので、21歳が良いと考えます 

 

「開催時期について」 

・大学受験と被ってしまったり、せっかくみんなと会える機会なのに、全員が揃えなかったりして 

しまうと思う 

・大学受験の時とは絶対に被せて欲しくない。他学年との合同成人式は嫌です。成人式の前日は休 

みがないと、他県に進学している場合、帰ってこれない可能性があると思う 

・一月ごろは大学受験等で忙しい人が多いと思われるので、すべての活動が終わり落ち着いた時に 

開催した方がいいと思います 

・成人式は正直いつでも(年)良い。就職活動や正月休みに支障のない日にしてほしい 

・全員がお酒を飲めるようにしたいので 4月 5月がいいと思う 

・成人式の夏開催は暑くて大変だと思う。また、女性は特にメイク崩れを気にするのが面倒だと思 

 う 

・北稜は元旦に成人式を実施しているのですが、元旦ではなく、成人の日などに変えて頂きたいで 

す 

・６年制の大学の人に合わせて欲しいです 

・大学受験と重ならないように配慮していただきたいと思ってます。成人式は懐かしく地元の友達 

と成長を喜びあい、また思い出話に花をさかせて楽しめる機会であって欲しいなと思います 

・受験期は避けてほしい 

 

「開催方法について」 

・成年年齢が 18歳に引き下げになるとはいえ、成人式はこれまでの形式にそって行いたい。これま 

での伝統が崩れてしまうことに違和感を抱いてしまう 

・中学の同級生と成人式を実施したい 

・中学校のメンバーで成人式するなら多分行かないので、高校の友達と一緒に成人式をしたいです 

・中学校区だと、小学校のときの同級生には会えないので、高山市内全域で開催していただきたい 

です。母の成人式は、文化会館で、高山市対象者全員で行われたと聞きました。母の時より、今は 

対象人数は減っているので開催しやすいと思います。また、なぜ、中学校区での開催になってしま 

ったのですか？ 

・5番目の質問で市内全員が一堂に会してと書いてありますが、そのような場所はあるのでしょう 

か？疑問に感じたので今まで通りの中学校ごとに集まるを選びました 

・絶対中学校区がいい 

・中学ごとで集まると高校で知り合った仲間達と集まれないから 

 

 



「三学年合同開催について」 

・2022年に成人を迎える 3学年が同時に成人式をするというのは良い案だとは思えません。2002年 

生まれからすると、年下と共に成人式というのは嫌ですし、2004年生まれは 18歳で大学受験に専 

念している時期でもあるので、これまで通り 20歳を迎えた人を対象の成人式にして欲しいと思い 

ます 

・もし他学年と同じタイミングでやったとしたら心持ちが違うので、あくまでも自分たちの学年だ 

けで成人式を行いたいです 

・20歳の時に年下の学年と合同で成人式をするってなるのはあまり気が進みません。同学年だけで 

の成人式ができたらなと思います 

・異なる学年と同時に行うのは少し嫌です 

・3学年が一同に集まったら、会場ごちゃごちゃで大変そうだから、20歳だけ！とかにしてほしい 

・成人式は人生にとって記念となるものだと思ったので、できるのであれば同学年の人だけで行え 

たらいいなぁと思いました。よろしくお願いします 

・年齢が引き下げられて自分より年下の人と一緒に成人式をするのは変な感じがします 

・他学年とは一緒にしたくないです 

・18歳に成人式となると、同じ年に年下の子と一緒に成人することになるので、少し嫌だなと思い 

ます 

・自分達の学年だけでやりたいです 

・行うならば年代ごとで日付を分けて開催して欲しい 

・同学年だけで成人式をしたい。色んな学年が混ざった形の成人式はしたくない 

・複数の学年で一緒に成人式をやることになっても、会場や日にちは分けるなどして同じ学年の人 

だけで集まるようにしてほしいです 

・他学年の子と合同で成人式やるのはいやです 

・三学年揃うのは嫌です 負担になります 

・三学年まとめての成人式ではなく、それぞれの学年ごとの成人式にして欲しいです 

・成人式は 18～20歳の全ての方を対象に行うのが良いと思います 

・式が他学年と重なるのは嫌です 

・自分たちの代だけ 3倍近くの人が集まるのは嫌です。兄弟同時に迎えるというのは納得いきませ 

 ん 

・同学年だけで成人式をしたい 

・他の歳の子と一斉にやると、衣装や美容院がかぶってしまうのが大変なのかなと思います。季節 

とか時期でずらして欲しいです 

・他の学年と同じ歳に開催することはあまり賛成ではないです 

・やはり成人式は同級生とだけで行いたいです。20歳の人たちだけでいいと思います。よろしくお 

願いします 

・後輩と一緒に成人式をやることに良い気分はしません 

・他学年の人と同じ年に成人式をあげたくない。今まで通りの成人式がいい 

・成人式は人生で 1回しか無い大切な節目なので、中学の同級生だけで行いたいです。また、お酒 

やタバコは 20歳なのに成人式だけ年齢が引き下げられるのはおかしいと思います 



・2つか 3つの学年を同時に成人式するのはやめて欲しい。振袖のレンタルで借りたいのが借りれな 

くなる。あと、18歳での成人式だと、入試とか就職の時期に被ったり、自分でレンタル料貯めて 

払う人も親も大変になる。人生に 1度の成人式で、ただでさえ着物を着る機会が少ない今の時代、 

成人式での振袖や袴の文化はなくしたくない 

・成年年齢が引き下げられ、現高校 3年生は下の 2学年と成人式を行うことになると聞いていまし 

た。ですが、それは不可能に近いと思います。開催する場所は限られています。また着物を借りる 

ことになると思いますが、そこは早い者勝ちで一生に一度の成人式を着たくもない着物で過ごす 

羽目になると思いますし、着付けの場所も高山にはあまりないと思います。そして現高校 3年生 

の 2つ下の学年は大学受験というとても大切な時期と成人式が被ることになります。それでは全 

く成人式というものを楽しめないと思います。それだったら、それぞれの学年の成人式をやる時 

期を年ごとずらし、みんなが気持ちよく、そして楽しく、思い出に残る成人式にできるようすべ 

きだと思います。また、日本の慣習にもよるのですが、たとえ政治的に 18歳に成年年齢が引き下 

げられたとしても、20歳になるまでは子供というものが染み付いていると思います。それを蔑ろ 

にしてはいけないと個人的にですが思いました。そして、今までは中学校ごとに集まっていたと 

思いますが、市内全域を一堂に会してやることによって中学校の時の友達はもちろん、高校で出 

来た友達とも会えるというメリットが生まれます。正直、中学校の時の友達よりも高校で出来た 

友達の方が仲良くなりましたし、卒業してからも会いたいなと思えるのは高校で出来た友達です。 

ですから、ぜひそちらにしていただきたいと思います。私だけでなく、高校生みんなの意見がしっ 

かり反映され、全ての成人を迎える人が楽しく、思い出に残る成人式になることを期待していま 

す 

・成年年齢が引き下げられたその年の 18，19，20歳の 3学年を同時の時期に行うのも良いと思いま 

す。日付は同じ日にちだと混雑が予想されるので、4月、8月、1月などと季節をずらして行うの 

も良いかと思いました。どんな時期になろうと成人の印があるのは嬉しいです 

 

「その他」 

・成人式も 18歳になってしまうと思っていて、私は気が向かなかったけど、こうやってアンケート 

をとってくださってありがとうございます！！ 

・未成年ではお酒が飲めないので実感が欠如する可能性を感じています 

・自分達は成年年齢が 19歳です。いつでもいいので成人式はやりたいです 

・成人式はやる必要がないと思います 

・着物がきれていいなぁと思います 

・全員でお酒が飲めるように、できるだけあとの方がいいと思います！ 

・着物が着れていいと思います 

・変更された年にいくつかの学年をまとめてしてもいいと思うけど、早いうちに決めてほしい 

・成人式は時間が経ってから行う方が再会して感動もするし、高校が同じ人と会ってもなんの感動 

もないので「久しぶりー！」と言い合いたい 

・一生に 1回のことだからしっかり振袖着たいです。沢山人がいて振袖などが着れないという状況 

とかになったら嫌です 

・成人式をしたことがないからあまりわかりません 



・人数も少なく、同窓会を兼ねた形式で毎年行われているが、テレビ取材が入る事を親も嫌がって 

いる。高校で友だちも増えたので、高山全域でやってもらえると有り難い 

・とても楽しみにしています！ 

・一生に一度の成人式なので大切にしたいです 

・それぞれの中学校の時の思い出話が楽しくできたらいいと思う 

・遠い所から来る人にも考慮して欲しいです 

・大学受験もあるので、それを考慮して決めていただけると嬉しいです 

・成人式でお酒を飲みたい 

・お酒を飲める年にして欲しい 

・高校の仲間とも会える機会を設けて欲しい 

・お酒を飲んで過去の話で盛り上がることが成人式だと考えております。みんなが成人した後で行 

うのが一番良いと考えます 

・徐々に高山市の子供の数は減っている中で、規模や場所の確保などの変化も伴うと思います。こ 

の先、成人式はどうなるかは分かりませんが、その年にあった対応ができるのが望ましいと考え 

ています。そのため、アンケートなどは毎年のように取り，今後も活かして行って欲しいと思い 

ます 

・成人式では成年年齢は引きさがっても、お酒などの年齢の引きさげがないならば、全員が飲める 

年にした方が問題は少なくてすむと思います。また、この先もコロナウイルスの流れが掴めない 

ため、学校ごとにきちんと区分け、参加者の足取りの掴める対応もあった方が良いと思います 

 

  



＜まちづくり協議会＞ 

・ネーミングを「成人立志の会」などとする 

・成年年齢に達したことの意義を本人やまわりの人に伝え、それ以後は社会人として権利も義務も 

生じ、日本を変えていく大切な人になっていく入口であることを自覚してもらう良い機会として、 

18歳のタイミングは大切だと思います。そして、現在のスタイルはとても良く定着しているので 

これを生かしていくことも有効で重要なことなど思います 

・法律施行後の初年度は 18～20才の対象者を一同に会して実施する 

・全員飲酒できない 19歳が望ましい 

・繁忙期（GWやお盆）には会場が確保しにくいのでは？ 

・中学校区だと、特別支援学校中等部に進学した方々が参加しにくいという意見をいくつかききま 

した 

・高等学校での友人（中学校区以外）との再会の点から、一堂に会するスタイルがありがたいと思い 

ます 

・対象者、若者のご意見を重視していただくのが良いと思います 

・これまで通り（1月 1日開催）でいいのかなと単純に考えています。合併前も同じやり方でした 

・時代の変化とともに、慣習など考え方を変えていくべきだと思います。言葉が生きているように、 

ならわしも生き、変化するものです。かつて、１５歳で元服が行われていたようにです。１８歳が 

成年となれば、１８が「成人」ととらえるのがスムーズな考えだと思います。ただ、健康面で飲酒、 

喫煙の２０歳以降は厳守すべきです 

・成年年齢が 18歳に引き下げられたならば 18歳で実施するのも仕方ないと思っていますが、18歳 

といえばほとんどの方が高校在学中になると思いますので、できることなら今まで通り 20歳で実 

施したほうが、それぞれ就職なり進学なりしているので、ある程度将来のことも考えられる年齢 

ではないかという思いもあり、よくわからないというのが正直な思いです 

  



＜町内会＞ 

・成年年齢が 18歳へ引き下げられたとしても、高校生などは、学生気分が抜け切れていません。し 

たがって、世の中の空気を吸い、人間関係のつき合うこと、接しかたなど、学ぶことが必要だと思 

います。よって、成年年齢は 20歳が妥当だと思います 

・成年年齢が 18歳に引き下げられるのだから、成人式も同じ年齢にすべき（引き下げられた理由か 

らも） 

・今の社会にあわせ、成人の日も変更した方が良い。 

・行政側の考えもあるはず。その考えと違う結果となった場合どうされるのか？と思います 

・成人を自覚させる為、18歳になった時に式をするのがいいと思う 

・時期については「成人の日」と決めてあるので、この日でいいと思う 

・少子化で対象者も減少しているので、一堂に会して開催したほうが色々な面でいいのではないか 

・様々なご意見があろうかと思われますが、受験、就職時期を外して更には、飲酒、喫煙等を考えま 

すと、「21歳」になりました。 

・これを機に、成人式の名称や、市としての開催が必要か見直してみてはいかがでしょうか。Q3（開 

催方法） コロナ対策で小規模で開催 

・現時点では、問題点等について論議不足だと思う 

・18歳からだと進学の事もあったり、それにともなう親の負担を考えると、20歳からが良いと思い 

ます 

・20歳だと大学にしても社会人になっていても 1段落しており、どうしても親は着飾った姿を楽し 

みにしており、現行のままで良い 

・成人式は成年年齢に合わせた方が良いと考えます。ただし、成人式の実施時期はいろいろな面を 

考慮すると翌年の 8月ごろが適切かと考えます 

・成年年齢が引き下げられても、成人式は現行通りが良い 

・成年年齢が 18歳になることで、親の同意がなくても契約ができるとか、選挙権が与えられるなど 

が変わってくるのだが、ギャンブルや酒、たばこは 20才からのほうが良い 

・近年の社会情勢の中で 18才から社会参加していくことで若者の力が国政を変え、多様化した社会 

に対応となる 

・18才は、まだ未成熟である。身体的なことに影響することも考えられる 

・成人式は今まで通りとして参加しやすい年齢に開催してはどうか？ 

・18才は高校を卒業する年でもあり、受験、就職等と忙しいこともある 

・都会に出た人も集まれる時期に実施することが良いと考える 

  



＜新成人＞ 

・ずっとこのままでいいと思います 

・変更する必要は全くないと思います 

・成人の年齢が変わっても今まで通りの形式で成人式をやるのがいいと思う。同級生に久しぶりに 

会いたいし、一回社会に出たり、別の環境で生活したりしてからの方が、地元の良さに気づけた 

り、家族に感謝したりするようになると思う。その気持ちを成人式で伝えられるほうが意味のあ 

る成人式になると思う 

・もし、成人式の年齢を引き下げ、18歳とした場合、受験と重なり多くの人が参加を躊躇うと思い 

ます。一生に一度しかない成人式に参加できない子が増えてしまいます。また、そうなった場合、 

成人式に関わる産業の方、美容師や衣装屋さんには大打撃です。 

・本来ならば成人する 18歳の年の一月が良いとは思いますが、18歳ですとちょうど共通テスト前と 

いうこともありますし、私立大学の受験等と被ることもあり、出席できない新成人が多いことと 

思います。であれば、現行通りの開催がベストではないでしょうか。開催場所については、私の地 

区では現行通りだと、あまりにも人数が少なすぎて何も感慨がないとは思いますが、高山まで行 

くとなるとそれはそれで遠いですし、美容室等の予約で争奪戦になるような気がして、正直私に 

はどちらが良いとも言えません 

・20歳は区切りがいいと思います。10歳の時、小学校でやる二分の一成人式は将来を考えるいい機 

会にもなります。18、19歳は大学受験や就職活動で、ほとんどの子どもたちが余裕のない状態だ 

と思うので、考慮すると 20歳が 1番妥当だと思いました 

・成人式は昔の仲間に出会える大切な機会なので、20歳という節目にやるのがいいと思う 

・大学生は正月明けに試験があったりで、正月に帰省して、また戻ってくることになります。3月の 

春休みの方が 20歳に達している人も多く、集まりやすいのでは、と思います 

・私は今、日本体育大学で箱根駅伝に出場し、チームに貢献することを目標にしています。久々野地 

区では 1月 2日と箱根駅伝と重なってしまっているため、成人式に参加出来ません。成人の日で 

あれば出席できますが。成人の日は、日本全国で祝われる祝日であるため、その日に行うのが 1番 

よいと考えます 

・消防出初め式を 1月の日曜日にして欲しいので、成人式は 1月 3日が良いと思います 

・学生だとまた帰ってこなければならないため、正月の方がありがたいです 

・1月 3日は早すぎるのでもうちょっと遅い時期にして欲しかったです 

・他県の学校に通ってる身としては、正月には必ず実家に帰るので 1月の正月に成人式があるのは 

ありがたいです。また 1月 1日に成人式という、全国でも珍しいので続けて欲しいと思っていま 

す 

・同じ中学校区だけでいい 

・飛騨・世界生活文化センターでやるのは、逆に密になりそうでコロナが発生しそう。また、思い出 

のアルバム上映で他中学校の人の写真を見たり、見られたりはあまり嬉しくない。中学校でやり 

たかった 

・高校の友が一生の友になると思うので高校毎での開催でも良いと思う。小規模地域だと何十年も 

共に過ごしてきた仲間なので、それはそれで良いかもしれないが、市内合同の方が、人数が多く賑 

やかで楽しい上に食事や飲み会にも行きやすく、飲食店にとっても利益になり、公共交通機関も 



利用する為、地域貢献ができる。現在、各地域によって、日にちも内容も違う為、会いたい人と一 

緒に写真を撮る事もできない。（恩師も含めて） 

・やはり「成人式」という名前なので成年年齢が 18歳に引き下がるのであれば、18歳で祝うのが妥 

当だと感じます。ですが、上京した視点からすると 18歳で地元を離れ 20歳になって久しぶりに 

地元に戻ってきて、周りの成長を見るのは楽しみでもあります。実施する時期に関しては、やはり 

1番帰省する人が多いのは正月だと思われるので、正月が 1番良いのではと感じます。本来であれ 

ば成人の日に行うのが 1番良いと思いますが、遠方に住んでる側からしたら、正月にも帰省して、 

成人の日にも帰省するとなると、学生なので勉強も忙しいだろうし、お金の面（交通費など）でも 

負担が増えてしまうので、かなり厳しいと思います。ちなみに専門・大学は成人の日辺りに定期試 

験があります 

・一生に一度の経験ですので、有意義なものにして頂けると幸いです 

・思い出に残るイベントとして素晴らしい会を期待しています 

・時代が変わりつつあるので成人式などやる必要無いと思う。わざわざ集まるのは無駄 

・この間まで中学生やったのにもう成人するとか早すぎてびっくり 

・1時間とはいえ 4つの中学の生徒が集まって大丈夫なのか？大学行ってる人も多くて、色んな県の 

人が集まるんじゃないのか？ 

・久しぶりに友達と会えるのが楽しみ 

・今年も中学ごとに会場別々がいいです。合同は密になりそうで不安です 

・高山ってほんまええとこやわ 

・次の日普通に大学だから辛い 

・コロナの感染が拡大する中、なぜ 4中合同で成人式をやるんですか？普通逆じゃない？ってみん 

な思ってます 

 


